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学年暦

４月 １日（金）～ ９月１９日（月）
４月 ７日（木）
４月 １日（金）～ ４月 ７日（木）
４月 ８日（金）～ ７月２１日（木）
４月 ８日（金）～ ６月 ２日（木）
６月 ３日（金）～ ７月２１日（木）
４月３０日（土）・ ５月 ２日（月）
７月１８日（月）〔海の日〕
５月１４日（土）・ ５月２１日（土）
７月 ２日（土）・ ７月 ９日（土）
７月２２日（金）～ ７月３０日（土）
８月 １日（月）～ ９月１９日（月）
９月１９日（月）〔敬老の日〕
９月２０日（火）～ ３月３１日（金）
９月１９日（月）〔敬老の日〕
９月１６日（金）
９月２０日（火）～ １月２３日（月）
９月２０日（火）～１１月１４日（月）
１１月１５日（火）～ １月２３日（月）
９月２３日（金）〔秋分の日〕
１０月１０日（月）〔スポーツの日〕
１０月１５日（土）・１０月２２日（土）
１月１９日（木）
１月２０日（金）
１０月２８日（金）～１１月 ３日（木）
１０月２９日（土）～１０月３１日（月）
１０月２９日（土）～１０月３１日（月）
１１月 １日（火）
１月１４日（土）
１２月２５日（日）～ １月 ７日（土）
１月１７日（火）
１月２４日（火）～ ２月 ３日（金）
２月 ４日（土）～ ３月３１日（金）
３月２６日（日）

※各学期の前半集中・後半集中開講科目の利用は，一部の授業で７週完結授業を導入する学部に限る。
※大学祭週間中の授業休講措置は全キャンパスに適用する。ただし，大学院，専門職大学院において
大学祭週間に授業を実施する場合がある。
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1．シラバスについて
このシラバスには授業の概要，成績評価の方法など，履修をする際の重要な情報が掲載されています。
各自の入学年度の「農学部便覧」と併せて熟読し，充実した履修計画を検討してください。
〈注意事項〉
シラバスは各学科ごとに科目を並べてあります。必要に応じて巻末の科目名索引より検索してください。
〈2022年度・2023年度・2024年度未開講・廃止科目〉
以下の表は2022年度・2023年度・2024年度の未開講・廃止科目になりますので，履修計画を組む際の
参考にしてください。
また，入学年度によって科目名が異なる場合がありますので，注意してください。
なお，未開講・廃止科目については変更になる可能性があります。
【2022年度未開講 ・ 廃止科目】
開設
農学科

農芸化学科

食料環境政策学科

2022年度以降入学者

2017～2021年度入学者

備考

遺伝学

廃止

生化学

廃止

動物遺伝資源学

動物遺伝資源学

未開講

動物育種学

動物育種学

未開講

有機合成化学

有機合成化学

廃止

応用微生物学

応用微生物学

未開講

ミクロ経済学

ミクロ経済学

未開講

６次産業化論

６次産業化論

未開講

国際開発論

国際開発論

未開講

アジア農業論

アジア農業論

未開講

国際食料需給論

国際食料需給論

未開講

【2023年度未開講 ・ 廃止科目】
開設

2017～2021年度入学者

備考

農学科

都市公園論

廃止

農芸化学科

化学

廃止

食ビジネス論

未開講

2017～2021年度入学者

備考

食品物性学

廃止

動物資源化学

廃止

食料環境政策学科

2022年度以降入学者

食ビジネス論

【2024年度未開講 ・ 廃止科目】
開設

2022年度以降入学者

農芸化学科
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〈実務経験のある教員による授業科目〉
以下の表中の科目は、実践的教育として実務経験のある教員によって実施されます。
【実務経験のある教員による授業科目】
開設

2022年度以降入学者

2017～2021年度入学者

総合科目

生命倫理学

生命倫理学

農学科

プロジェクト計画法

プロジェクト計画法

環境学入門

環境学入門

国際協力論

国際協力と国際機関

協同組合論

協同組合論

食料環境政策学科

「食料環境政策」総合講座 「食料環境政策」総合講座
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備考

【科目読み替え表】
入学年度により科目名が異なる場合があります。
以下の読替え表を必要に応じて参照して下さい。
2022年度以降入学者
2017-2021年度入学者
カリキュラム科目名
カリキュラム科目名
総合科目教養科目群〈第一分野〉 共通科目群〈第一分野〉
宗教の哲学
科学の哲学
現代倫理学の諸問題
論理的思考の技法
心理学Ａ
心理学B
日本文学（1）
（2）
外国文学
ことばと文化Ａ
ことばと文化Ｂ
日本語表現Ａ(1)(2)(3)
日本語表現Ａ(4)(5)(6)
日本語表現Ｂ(1)(2)(3)
日本語表現Ｂ(4)(5)(6)
文芸思潮
地域文化研究
日本の歴史Ａ
日本の歴史Ｂ
西洋の歴史
アジアの歴史
Global Competence A（実りある海外体験）
（1）
（2）
Global Competence B（異文化理解と適応力）
（1）
（2）
Global Competence C（日本文化の理解と発信力）
（1）
（2）
総合科目教養科目群〈第二分野〉 共通科目群〈第二分野〉
経済学
社会学
民俗学
法学
日本国憲法
総合科目教養科目群〈第三分野〉 共通科目群〈第三分野〉
生物学基礎
物理学基礎
化学基礎
数学基礎
総合科目共通専門科目群 フィールドサイエンス科目群
生物生産学初歩概説
農芸化学初歩概説
生命科学初歩概説
農業経済初歩概説
生命倫理学
英語農学Ⅰ（農）
英語農学Ⅱ（農）
英語農学Ⅰ（農化）
英語農学Ⅱ（農化）
英語農学Ⅰ（生命）
英語農学Ⅱ（生命）
英語農学Ⅰ（政策）
英語農学Ⅱ（政策）
農場実習（農・1班）
農場実習（1）
農場実習（農・2班）
農場実習（2）
農場実習（化・4組）
農場実習
農場実習（化・5組）
農場実習
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2022年度以降入学者
2017-2021年度入学者
カリキュラム科目名
カリキュラム科目名
農場実習
（化・6組）
農場実習
農場実習
（生・1班）
農場実習
農場実習
（生・2班）
農場実習
農場実習
（食料環境政策学科）
アグリサイエンス論
フィールド先端農学
総合科目外国語科目群〈第一外国語〉
英語Ⅰａ農
（1）
英語Ⅰａ農
（2）
英語Ⅰａ農
（3）
英語Ⅰａ農
（4）
英語Ⅰａ農
（5）
英語Ⅰａ化
（1）
英語Ⅰａ化
（2）
英語Ⅰａ化
（3）
英語Ⅰａ化
（4）
英語Ⅰａ化
（5）
英語Ⅰａ生
（1）
英語Ⅰａ生
（2）
英語Ⅰａ生
（3）
英語Ⅰａ生
（4）
英語Ⅰａ生
（5）
英語Ⅰａ政
（1）
英語Ⅰａ政
（2）
英語Ⅰａ政
（3）
英語Ⅰａ政
（4）
英語Ⅰａ政
（5）
英語Ⅰｂ農
（1）
英語Ⅰｂ農
（2）
英語Ⅰｂ農
（3）
英語Ⅰｂ農
（4）
英語Ⅰｂ農
（5）
英語Ⅰｂ化
（1）
英語Ⅰｂ化
（2）
英語Ⅰｂ化
（3）
英語Ⅰｂ化
（4）
英語Ⅰｂ化
（5）
英語Ⅰｂ生
（1）
英語Ⅰｂ生
（2）
英語Ⅰｂ生
（3）
英語Ⅰｂ生
（4）
英語Ⅰｂ生
（5）
英語Ⅰｂ政
（1）
英語Ⅰｂ政
（2）
英語Ⅰｂ政
（3）
英語Ⅰｂ政
（4）
英語Ⅰｂ政
（5）
英語Ⅱａ農
（1）
英語Ⅱａ農
（2）
英語Ⅱａ農
（3）
英語Ⅱａ農
（4）
英語Ⅱａ農
（5）
英語Ⅱａ化
（1）

2022年度以降入学者
2017-2021年度入学者
カリキュラム科目名
カリキュラム科目名
英語Ⅲ
（23）
英語Ⅲ
（24）
英語Ⅲ
（25）
英語Ⅲ
（26）
英語Ⅲ
（27）
英語Ⅲ
（28）
英語Ⅲ
（29）
英語Ⅲ
（30）
英語Ⅲ
（31）
英語Ⅲ
（32）
英語Ⅲ
（33）
英語Ⅲ
（34）
英語Ⅲ
（35）
英語Ⅲ
（36）
英語Ⅲ
（37）
英語Ⅲ
（38）
英語Ⅲ
（39）
英語Ⅲ
（40）
英語Ⅲ
（41）
英語Ⅲ
（42）
科学英語
（1）
科学英語
（2）
科学英語
（3）
科学英語
（4）
科学英語
（5）
科学英語
（6）
科学英語
（7）
科学英語
（8）
科学英語
（9）
科学英語
（10）
科学英語
（11）
科学英語
（12）
科学英語
（13）
科学英語
（14）
科学英語
（15）
科学英語
（16）
科学英語
（17）
科学英語
（18）
科学英語
（19）
科学英語
（20）
科学英語
（21）
科学英語
（22）
科学英語
（23）
科学英語
（24）
科学英語
（25）
科学英語
（26）
科学英語
（27）
科学英語
（28）
英語コミュニケーション
（1）
英語コミュニケーション
（2）
英語コミュニケーション
（3）
英語コミュニケーション
（4）
英語コミュニケーション
（5）
英語コミュニケーション
（6）
英語コミュニケーション
（7）
英語コミュニケーション
（8）

2022年度以降入学者
2017-2021年度入学者
カリキュラム科目名
カリキュラム科目名
英語Ⅱａ化（2）
英語Ⅱａ化（3）
英語Ⅱａ化（4）
英語Ⅱａ化（5）
英語Ⅱａ生（1）
英語Ⅱａ生（2）
英語Ⅱａ生（3）
英語Ⅱａ生（4）
英語Ⅱａ生（5）
英語Ⅱａ政（1）
英語Ⅱａ政（2）
英語Ⅱａ政（3）
英語Ⅱａ政（4）
英語Ⅱａ政（5）
英語Ⅱｂ農（1）
英語Ⅱｂ農（2）
英語Ⅱｂ農（3）
英語Ⅱｂ農（4）
英語Ⅱｂ農（5）
英語Ⅱｂ化（1）
英語Ⅱｂ化（2）
英語Ⅱｂ化（3）
英語Ⅱｂ化（4）
英語Ⅱｂ化（5）
英語Ⅱｂ生（1）
英語Ⅱｂ生（2）
英語Ⅱｂ生（3）
英語Ⅱｂ生（4）
英語Ⅱｂ生（5）
英語Ⅱｂ政（1）
英語Ⅱｂ政（2）
英語Ⅱｂ政（3）
英語Ⅱｂ政（4）
英語Ⅱｂ政（5）
英語Ⅲ（1）
英語Ⅲ（2）
英語Ⅲ（3）
英語Ⅲ（4）
英語Ⅲ（5）
英語Ⅲ（6）
英語Ⅲ（7）
英語Ⅲ（8）
英語Ⅲ（9）
英語Ⅲ（10）
英語Ⅲ（11）
英語Ⅲ（12）
英語Ⅲ（13）
英語Ⅲ（14）
英語Ⅲ（15）
英語Ⅲ（16）
英語Ⅲ（17）
英語Ⅲ（18）
英語Ⅲ（19）
英語Ⅲ（20）
英語Ⅲ（21）
英語Ⅲ（22）
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2022年度以降入学者
2017-2021年度入学者
カリキュラム科目名
カリキュラム科目名
英語コミュニケーション（9）
英語コミュニケーション（10）
英語コミュニケーション（11）
英語コミュニケーション（12）
総合科目外国語科目群〈第二外国語〉
ドイツ語Ⅰａ農
ドイツ語Ⅰａ化
ドイツ語Ⅰａ生
ドイツ語Ⅰａ政
ドイツ語Ⅰｂ農
ドイツ語Ⅰｂ化
ドイツ語Ⅰｂ生
ドイツ語Ⅰｂ政
ドイツ語Ⅱａ農
ドイツ語Ⅱａ化
ドイツ語Ⅱａ生
ドイツ語Ⅱａ政
ドイツ語Ⅱｂ農
ドイツ語Ⅱｂ化
ドイツ語Ⅱｂ生
ドイツ語Ⅱｂ政
ドイツ語Ⅲ（1）
ドイツ語Ⅲ（2）
ドイツ語Ⅲ（3）
ドイツ語Ⅲ（4）
ドイツ語Ⅲ（5）
ドイツ語Ⅲ（6）
フランス語Ⅰａ農
フランス語Ⅰａ化
フランス語Ⅰａ生
フランス語Ⅰａ政
フランス語Ⅰｂ農
フランス語Ⅰｂ化
フランス語Ⅰｂ生
フランス語Ⅰｂ政
フランス語Ⅱａ農
フランス語Ⅱａ化
フランス語Ⅱａ生
フランス語Ⅱａ政
フランス語Ⅱｂ農
フランス語Ⅱｂ化
フランス語Ⅱｂ生
フランス語Ⅱｂ政
フランス語Ⅲ（1）
フランス語Ⅲ（2）
フランス語Ⅲ（3）
フランス語Ⅲ（4）
フランス語Ⅲ（5）
フランス語Ⅲ（6）
スペイン語Ⅰａ農
スペイン語Ⅰａ化
スペイン語Ⅰａ生
スペイン語Ⅰａ政
スペイン語Ⅰｂ農
スペイン語Ⅰｂ化
スペイン語Ⅰｂ生

2022年度以降入学者
2017-2021年度入学者
カリキュラム科目名
カリキュラム科目名
スペイン語Ⅰｂ政
スペイン語Ⅱａ農
スペイン語Ⅱａ化
スペイン語Ⅱａ生
スペイン語Ⅱａ政
スペイン語Ⅱｂ農
スペイン語Ⅱｂ化
スペイン語Ⅱｂ生
スペイン語Ⅱｂ政
スペイン語Ⅲ
（1）
スペイン語Ⅲ
（2）
中国語Ⅰａ農
中国語Ⅰａ化
中国語Ⅰａ生
中国語Ⅰａ政
中国語Ⅰｂ農
中国語Ⅰｂ化
中国語Ⅰｂ生
中国語Ⅰｂ政
中国語Ⅱａ農
中国語Ⅱａ化
中国語Ⅱａ生
中国語Ⅱａ政
中国語Ⅱｂ農
中国語Ⅱｂ化
中国語Ⅱｂ生
中国語Ⅱｂ政
中国語Ⅲ
（1）
中国語Ⅲ
（2）
総合科目保健・体育科目群
スポーツ実習Ⅰ
（1組）
男子
スポーツ実習Ⅰ
（2組）
男子
スポーツ実習Ⅰ
（3組）
男子
スポーツ実習Ⅰ化男子
（1）
スポーツ実習Ⅰ化男子
（2）
スポーツ実習Ⅰ
（7組）
男子
スポーツ実習Ⅰ
（8組）
男子
スポーツ実習Ⅰ
（9組）
男子
スポーツ実習Ⅰ
（10組）
男子
スポーツ実習Ⅰ
（11組）
男子
スポーツ実習Ⅰ
（12組）
男子
スポーツ実習Ⅰ農・女子
（1）
スポーツ実習Ⅰ農・女子
（2）
スポーツ実習Ⅰ化・女子
（1）
スポーツ実習Ⅰ化・女子
（2）
スポーツ実習Ⅰ化・女子
（3）
スポーツ実習Ⅰ生・女子
（1）
スポーツ実習Ⅰ生・女子
（2）
スポーツ実習Ⅰ政・女子
（1）
スポーツ実習Ⅰ政・女子
（2）
スポーツ実習Ⅱ
（1）
スポーツ実習Ⅱ
（2）
スポーツ実習Ⅱ
（3）
スポーツ実習Ⅱ
（4）
スポーツ実習Ⅱ
（5）
スポーツ実習Ⅱ
（6）
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2022年度以降入学者
2017-2021年度入学者
カリキュラム科目名
カリキュラム科目名
スポーツ実習Ⅱ（7）
スポーツ実習Ⅱ（8）
スポーツ実習Ⅱ（9）
スポーツ実習Ⅱ（10）
スポーツ実習Ⅱ（11）
スポーツ実習Ⅱ（12）
スポーツ実習Ⅱ（13）
スポーツ実習Ⅱ（14）
スポーツ実習Ⅱ（15）
スポーツ実習Ⅱ（16）
スポーツ実習Ⅱ（17）
スポーツ実習Ⅱ（18）
スポーツ実習Ⅱ（19）
スポーツ実習Ⅱ（20）
スポーツ実習Ⅱ（21）
スポーツ実習Ⅱ（22）
スポーツ実習Ⅱ（23）
スポーツ実習Ⅱ（24）
スポーツ実習Ⅱ（25）
スポーツ実習Ⅱ（26）
スポーツ実習Ⅲ
運動学（1）
運動学（2）
健康科学（1）
健康科学（2）
総合科目総合科目ゼミナール
人文科学ゼミナール（哲学）
人文科学ゼミナール（文章表現）
外国文化ゼミナール（英語）
（1）
外国文化ゼミナール（英語）
（2）
外国文化ゼミナール（英語）
（3）
外国文化ゼミナール（英語）
（4）
外国文化ゼミナール（ドイツ語）
外国文化ゼミナール（フランス語）
身体運動学ゼミナール（1）
身体運動学ゼミナール（2）
複数学科
数学概論（1）
（2）
物理学概論
物理学実験（1）
物理学実験（2）
地学概論
地学実験（1）
（2）
実験動物学
生物物理学
職業指導
農学科
化学概論
化学実験（農）
栽培学入門
アニマルサイエンス入門
基礎動物生産学
ランドスケープ入門
緑地学入門
生産環境学入門
基礎生物統計学（農）
応用生物統計学
植物生理学
植物生理生態学

2022年度以降入学者
2017-2021年度入学者
カリキュラム科目名
カリキュラム科目名
マクロ生物学入門
植物分類・形態学
植物遺伝資源学
基礎図法
図学
分子生物学
（農）
バイオテクノロジー
遺伝子工学
（農）
動物生理・栄養学
動物生理学入門
土壌学
生物多様性進化学
基礎植物育種学
測量学Ⅰ
測量実習Ⅰ
農学基礎実験1班・2班
農学基礎実験
（1）
（2）
技術者倫理
作物学概論
園芸学概論
動物生産・福祉学
動物生産学
植物保護学概論
環境気象学
農地工学
応用力学
土質力学
水理学
生産システム学概論
動物行動学
資源植物学
保全生態学
植物保全生態学
ランドスケープデザイン学
環境デザイン学
農学実験Ⅰ
農学実験Ⅱ
農学実験Ⅲ
農学実験Ⅳ
農学実験Ⅴ
農学実験Ⅵ
専門実習Ⅰ
専門実習Ⅱ
食用作物学
工芸作物学
野菜園芸学
花卉園芸学
果樹園芸学
園芸植物繁殖学
植物成長制御学
植物育種学
生産システム学
動物資源繁殖学
動物資源機能利用学
熱帯農学
肥料学
植物病理学
植物ウイルス学
植物病害制御学
応用昆虫学
害虫管理学
植物線虫学
雑草学
野生動物学
有害動物学
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2022年度以降入学者
2017-2021年度入学者
カリキュラム科目名
カリキュラム科目名
動物環境学
動物生産制御学
動物感染症学
実験動物学
農村計画学
生産気象学
応用水理学
土壌物理学
構造力学
材料施工学
農業水利学
測量学Ⅱ
測量実習Ⅱ
プロジェクト計画法
生物多様性再生学
生物多様性デザイン学
ランドスケープ工学
緑地工学
景観園芸学
ランドスケープエコロジー
緑地環境学
ランドスケープ情報論
自然公園論
ランドスケープ活用学
緑地管理学
都市公園論
ランドスケープ設計学
緑空間設計学
ランドスケープ計画学
緑地計画学
文献調査・特別研究（卒論）
白（261）
農芸化学科
―
化学
生物学
―
農芸化学
必修化学
分析化学
有機化学
有機化学Ⅰ
生化学Ⅰ
生化学Ⅱ
微生物学Ⅰ（農化）
微生物学Ⅱ（農化）
基礎分子生物学
生物有機化学
有機化学Ⅱ
栄養科学
食品化学
環境科学
土壌化学
分子生物学（農化）
有機分析化学
物理化学
植物栄養学
細胞生物学（化）
物理学（力学・熱力学）
物理学（電磁気学・光学）
基礎生物統計学（化）
インターンシップ
化学実験（化）
食品生化学
栄養生化学
食品衛生学
食品機能化学
食品工学

2022年度以降入学者
2017-2021年度入学者
カリキュラム科目名
カリキュラム科目名
発酵食品学
天然物有機化学
生物機能化学
ケミカルバイオロジー
応用生化学
生物物理学
植物環境制御学
環境分析化学
土壌圏科学
環境バイオテクノロジー
微生物化学
微生物遺伝学
微生物生態学
食品物性学
生命システム工学
食品健康科学
動物資源化学
食品冷凍冷蔵学
食品安全学
食品免疫学
農薬化学
高分子化学
環境化学
土壌環境保全学
微生物生理学
環境微生物学
生化学・物理化学実験
環境化学実験
環境分析実験
有機化学・有機分析実験
微生物学実験
バイオテクノロジー実験
食品化学・食品分析実験
文献調査及び特別研究
（卒論）
生命科学科
生命科学入門
化学要論
動物生命科学
植物生命科学
分子生物学入門
遺伝学
細胞生物学
（生命）
生物有機化学
（生命）
生化学Ⅰ
（生体成分・酵素）
分子生物学
（生命）
微生物学Ⅰ
（生命）
生化学Ⅱ
（動物代謝）
生化学Ⅲ
（植物代謝）
バイオインフォマティクス入門
インターンシップ
（生命）
動物生理学Ⅰ
動物生理学Ⅱ
生殖生物学
生体機構学Ⅰ
生体機構学Ⅱ
生体防御学
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2022年度以降入学者
2017-2021年度入学者
カリキュラム科目名
カリキュラム科目名
生体制御学
動物栄養学Ⅰ
動物栄養学Ⅱ
発生工学
分子発生学
生体機能物質学
植物細胞生物学
植物環境生理学
植物分子生理学
植物工学
環境応答生物学
環境応答植物学
分子遺伝学
植物機能制御学
糖鎖生物学
タンパク質科学Ⅰ
タンパク質科学Ⅱ
微生物学Ⅱ（生命）
微生物工学
ウイルス学概論
遺伝子工学（生命）
生物統計学
バイオインフォマティクス
ゲノム機能工学
細胞情報制御学
動物再生システム学
生命科学実験Ⅰ
生命科学実験Ⅱ
生命科学実験Ⅲ
生命科学実験Ⅳ
文献調査・特別研究（卒論）
食料環境政策学科
食料環境政策学を学ぶ
食料環境政策入門
経済学入門
マクロ経済学
政治経済学
政策科学入門
社会学入門
統計学入門
経営学入門
会計学入門
社会経済史入門
社会調査法入門
農学入門
環境学入門
英語農学入門
基礎ゼミ
プロジェクトゼミ
ファームステイ実習
海外農業体験
食料貿易論
フードシステム論
食料農業社会学
農業政策論
農業マネジメント論

2022年度以降入学者
2017-2021年度入学者
カリキュラム科目名
カリキュラム科目名
国際農業経済論
食ビジネス論
環境経済論
資源経済論
環境資源会計論
環境社会学
地域ガバナンス論
共生社会論
現代社会と食
食生活の科学
食品ブランド化戦略論
食品マーケティング論
食文化と農業ビジネス
食農メディア論Ａ
食農メディア論Ｂ
農業経営の発展と地域農業
農業史
比較農業論
国際比較農政論
食と農の貿易ルール
国際貿易協定論
国際協力論
国際協力と国際機関
途上国と一次産品論
先進国の食と環境
途上国の食と環境
農業・環境法
農業・資源問題の経済学
環境行動経済学
持続可能性の経済学
持続可能性の会計学
環境問題と地域社会
内発的発展論
協同組合論
森林・水産政策論
インターンシップ
「食料環境政策」総合講座
法律学概論
民法Ⅰ
民法Ⅱ
政治学Ⅰ
政治学Ⅱ
日本史概論
東洋史概論
西洋史概論
地誌学概論
地理学概論
哲学概論
倫理学概論
フィールドワーク実習
リサーチゼミ・卒論ゼミ
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第一分野

2022年度以降入学者

総合科目教養科目群＜第一分野＞
2017～2021年度入学者

総合科目共通科目群＜第一分野＞

科目ナンバー：(AG)PHL111J
科

目

名

宗教の哲学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)PHL111J
担当者
長田

科

目

名

科学の哲学

蔵人

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
科学の正しさに対する「信念」と宗教的な「信念」との違いは何
だろうか？本講義では，科学と宗教という，もっとも人間らしいと
も言える２つの精神活動のうち，宗教的な信念（信仰）を取り上げ，
その特質や働き，またその多様なあり方について学ぶことが目指さ
れる。
授業ではまず，宗教を哲学的考察の対象とすることの意味と方法
についての議論を確認したうえで，世界の代表的な宗教を概観する。
そのうえで，信仰の問題に対して合理的な知がいかにして関わりう
るかという問いを通じて，現代社会における宗教の意味や問題点に
ついて理解を深めたい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＢに
対応する科目である。
《到達目標》
（１）「信じる」ということの複数の意味を区別して説明できる。
（２）「合理的である」ということの意味を説明できる。
（３） 宗教の役割や問題点について，自分なりの考え方を説明するこ
とができる。
授業内容
第1回 a のみ : イントロダクション ― 宗教的世界観と科学的世
界観
第2回 宗教学および宗教哲学の方法
第3回 世界の諸宗教１（ユダヤ教）
第4回 宗教の心理学的解釈
第5回 世界の諸宗教２（キリスト教）
第6回 信仰と合理性
第7回 世界の諸宗教３（イスラーム教）
第8回 想像力と信念の力
第9回 世界の諸宗教４（インドの宗教）
第10回 合理主義的宗教批判
第11回 世界の諸宗教５（日本の宗教）
第12回 現代日本と宗教
第13回 宗教と倫理
第14回 信念の根拠への問い
履修上の注意
出席数が授業回数の3分の2を満たさない場合，期末試験の受験
資格が失われます。
また，特段の事情がない限り，20分以上の遅刻は出席としては認
められませんので，注意してください。
履修希望者が100名を越えた場合は，抽選を行います。
準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ配布されるレジュメや資料を熟読のうえ，疑問点をま
とめておくこと。
また授業後は，レジュメを中心にノートを整理し，正確な理解と
自分なりの考えを深めたうえで，ミニ・レポート課題を提出する。
教科書
教科書は使用せず，レジュメや資料を配布する。
参考書
棚次正和，山中宏，『宗教学入門』（ミネルヴァ書房，2005年）
中村圭志，『教養としての宗教入門―基礎から学べる信仰と文化』
（中公新書，2014年）
阿満利麿，『日本人はなぜ無宗教なのか』（ちくま新書，1996年）

長田

蔵人

授業内容
第1回 a のみ : イントロダクション ― 科学と哲学
第2回 古代・中世の世界観（１）
第3回 古代・中世の世界観（２）
第4回 宇宙の調和
第5回 数学的自然観の確立
第6回 17世紀科学革命の完成
第7回 理論と観察
第8回 パラダイム論と科学的相対主義
第9回 化学における遅れた革命
第10回 対象の数量化と仮説の役割
第11回 科学の方法と科学的説明
第12回 進化論と神の放逐
第13回 科学の正当性の問題
第14回 科学的世界像と生活世界
履修上の注意
出席数が授業回数の3分の2を満たさない場合，期末試験の受験
資格が失われます。
また，特段の事情がない限り，20分以上の遅刻は出席としては認
められませんので，注意してください。
履修希望者が100名を越えた場合は，抽選を行います。
準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ配布されるレジュメと資料を熟読のうえ，疑問点をま
とめておくこと。
また授業後は，レジュメを中心にノートを整理し，正確な理解と
自分なりの考えを深めたうえで，ミニ・レポート課題を提出する。
教科書
教科書は使用せず，レジュメを配布する。
参考書
伊勢田哲治，『疑似科学と科学の哲学』（名古屋大学出版会，2003
年）
内井惣七，『科学哲学入門 ― 科学の方法・科学の目的』（世界思
想社，1995年）
小林道夫，『科学哲学』（産業図書，1996年）
渡辺正雄，『文化としての近代科学 ― 歴史的・学際的視点から』
（講談社学術文庫，2000年）
成績評価の方法
ミニ・レポート30%， 期末試験70％

その他
連絡先：
研究室：

その他
連絡先：
研究室：

401号室）

2単位

担当者

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
科学の正しさに対する「信念」と宗教的な「信念」（信仰）との
違いは何だろうか？本講義では，科学と宗教という，もっとも人間
らしいとも言える２つの精神活動のうち，科学的な信念を取り上げ，
その信頼性の特質や源泉について学ぶことが目指される。
授業ではまず，ヨーロッパ古代・中世の世界観の理解から始め，
近代科学の形成の構造について考察する。そのうえで，科学的説明
の性質や，その正当性の根拠にかかわる問いに進み，最後に，現代
人の世界観と科学的世界像との関係について理解を深めたい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＢに
対応する科目である。
《到達目標》
（１） 科学的知識の「正しさ」に対する私たち信念が，どのような考
え方の上に成立しているのかを説明できる。
（２） 科学的世界像と日常的な世界理解の違いと関わりを説明できる。

成績評価の方法
ミニ・レポート30%， 期末試験70％
kurandoo@meiji.ac.jp
哲学研究室（3号館4階

単位数
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kurandoo@meiji.ac.jp
哲学研究室（3号館4階

401号室）

科目ナンバー：(AG)PHL121J
科

目

名

現代倫理学の諸問題

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)PHL191J
担当者
長田

科

目

名

論理的思考の技法

蔵人

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
急速に発展する科学技術の上に成り立つ現代社会において，私た
ちは，以前には考えられなかったような倫理的問題に囲まれている。
そのような新しい状況の中で，道徳的な行動や決断を迫る問題に対
して，私たちはどのような選択肢を持っているのか，またその選択
を，いかなる根拠に基づいて行うべきだろうか。この授業では，現
代社会が直面している具体的な倫理的問題に対するのいくつかの考
え方を検討し，各人が「自立的」に考えて判断する力の養成を目指
す。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＢに
対応する科目である。
《到達目標》
（１） 問題の要点とその背景を，正確に説明できる。
（２） 問題に対するさまざまな考え方・議論を批判的に検討し，その
良し悪しを評価できる。
（３） 自分自身の考え方を，筋道を立てて論じることが出来る。
授業内容
第1回 a のみ :イントロダクション ―「道徳的」とはどういうこ
とか
第2回 相対主義の問題
第3回 主観主義の問題
第4回 利己主義の問題
第5回 道徳と宗教の関係
第6回 功利主義の可能性と問題
第7回 義務論の可能性と問題
第8回 「良心」とは何か
第9回 ケアの倫理の可能性と問題
第10回 徳の倫理の可能性と問題
第11回 ワークショップ ― デート DV について
第12回 社会契約説の可能性と問題
第13回 ロールズの正義論
第14回 共同体主義の可能性と問題
履修上の注意
出席数が授業回数の3分の2を満たさない場合，期末試験の受験
資格が失われます。
また，特段の事情がない限り，20分以上の遅刻は出席として認め
られませんので，注意してください。
履修希望者が100名を越えた場合は，抽選を行います。
準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ配布されるレジュメと資料を熟読のうえ，疑問点をま
とめておくこと。
また授業後は，レジュメを中心にノートを整理し，正確な理解と
自分なりの考えを深めたうえで，ミニ・レポート課題を提出する。
教科書
教科書は使用せず，レジュメを配布する。
参考書
ジェイムズ・レイチェルズ，『現実をみつめる道徳哲学―安楽死
からフェミニズムまで』（晃洋書房，2017年）
児玉聡，
『実践倫理学 ― 現代の問題を考えるために』
（勁草書房，
2020年）

長田

蔵人

授業内容
第1回 a のみ : イントロダクション ― 言葉と論理
第2回 順接の論理
第3回 逆説の論理
第4回 指示の論理および議論の骨格
第5回 練習問題（1）
第6回 論証の構造
第7回 論証の適切性
第8回 評価判断の論証と適切性
第9回 練習問題（2）
第10回 帰納的推論
第11回 否定の論理
第12回 演繹的推論（1）
第13回 演繹的推論（2）
第14回 練習問題（3）
履修上の注意
出席数が授業回数の3分の2を満たさない場合，期末試験の受験
資格が失われます。
また，特段の事情がない限り，20分以上の遅刻は出席として認め
られませんので，注意してください。
履修希望者が100名を越えた場合は，抽選を行います。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回宿題が出されるので，必ずやってくること。
また授業後は，例題や練習問題を再度解き，理解の定着を図るよ
うに。
教科書
教科書は使用せず，レジュメを配布す。
参考書
野矢茂樹，『論理トレーニング』（産業図書，1997年）
野矢茂樹，『論理トレーニング101題』（産業図書，2001年）
金子洋之，『記号論理学入門』（産業図書，1994年）
成績評価の方法
課題30％， 期末試験70％

その他
連絡先：
研究室：

その他
連絡先：
研究室：

401号室）

2単位

担当者

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
論理とは，文と文，主張と主張との関係の仕方である。この授業
では，「論理的に思考する姿勢」，つまり，言葉や文同士の関係性の
意味と正しさに注意を払う姿勢を身につけ，主張の論証，議論の一
貫性の保持，議論の良し悪しの判定，推論の正しさの判定，などの
実践的な技術の習得を目指す。
授業ではまず，議論を理解・評価するうえで必要となる，「接続」
関係と「指示」関係の構造を理解する（第2～4回）。ついで，議
論のなかでも特に，「論証」と呼ばれるものを取り上げ，そのさま
ざまなパターンと評価の仕方を学習する（第6～8回）。さらに，
最も厳格な推論である「演繹」に焦点を絞り，厳密な論理的思考が
どのようなものであるかを理解してもらう（第10～13回）。また，
それぞれの節目で練習問題に取り組み，学習内容の定着を図る（第
5回，第9回，第14回）。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＦに
対応する科目である。
《到達目標》
（１） 議論の構造を正確にとらえ，議論における主張とその根拠を把
握することができる。
（２） 議論の適切性を評価できる。
（３） 正しい推論形式を身に付け，運用することができる。

成績評価の方法
ミニ・レポート30%， 期末試験70％
kurandoo@meiji.ac.jp
哲学研究室（3号館4階

単位数
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kurandoo@meiji.ac.jp
哲学研究室（3号館4階

401号室）

科目ナンバー：(AG)PSY111J
科

目

名

心理学Ａ
（1）
・
（2）

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)PSY111J
担当者
浅井

科

名

心理学 B
（1）
・
（2）

健史

授業の概要・到達目標
授業の達成目標及びテーマ
・社会心理学の基本概念や発想を理解し、説明できる。
・身近な人間行動や社会的問題を心理学的視点から考察できる。
授業の概要
人間は多面的な存在であり、活動領域も広範である。それを反映
して「心理学」にも多くの分野がある。「心理学Ａ」では、大学生
の日常生活や現代社会のトピックと関連づけながら、社会心理学を
中心に人間理解や実践の方法を学ぶ。社会・集団と個人の相互作用
から生じる心理的現象を理解するとともに、社会と調和をとりなが
ら私たちの心の健康や幸福を追求していく方途を受講者と考える。
動画資料の視聴、自ら考える「ワーク」などの体験学習を多く取り
入れるため、受講者には主体的・能動的な参加姿勢が求められる。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標のＣ・Ｇ
に対応する科目である。
授業内容
以下の内容を予定している。

単位数
2単位

担当者
浅井

健史

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
・
「心の健康」「心理的支援」に関する基本概念を理解し、説明でき
る。
・心理学の理論・概念を、自己の心をケアするために活用できる。
・心理学の理論・概念を、身近な他者の心をケアするために活用で
きる。
・心理学の理論・概念にもとづき、人々が生きやすい社会のあり方
を構想できる。
《授業の概要》
人間は多面的な存在であり、活動領域も広範である。それを反映
して「心理学」にも多くの分野がある。「心理学Ｂ」では、臨床心
理学を中心に「心の健康」に関わる理論と実践方法を学ぶ。自分の
「心の健康」を維持・増進するだけでなく、周りの人々や社会全体
の「心の健康」を守るための方途を受講者と考える。動画 @ 資料
の視聴、自ら考える「ワーク」などの体験学習を多く取り入れるた
め、受講者には主体的・能動的な参加姿勢が求められる。農学科食
糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標のＣ・Ｇに対応す
る科目である。
授業内容
以下の内容を予定している。
第１回：「居場所」と心の健康（1）―大人の居場所
第２回：「居場所」と心の健康（2）―子どもの居場所
第３回：大学生期と「アイデンティティ」の形成
第４回：ストレス・マネジメント（1）－ストレス概念とコーピン
グ
第５回：ストレス・マネジメント（2）－認知行動療法、自律訓練
法
第６回：ストレス・マネジメント（3）－マインドフルネス、アサー
ション
第７回：心理アセスメントによる人間理解
第８回：心の専門家によるカウンセリング（1）－カウンセリング
概説
第９回：心の専門家によるカウンセリング（2）－カウンセリング
の方法
第10回：心の専門家によるコミュニティ支援（1） コミュニティ
支援の発想
第11回：心の専門家によるコミュニティ支援
（2）コンサルテーショ
ン 危機介入
第13回：ピアサポートと勇気づけの心理（1）－ピアサポートの意
義
第13回：ピアサポートと勇気づけの心理（2）－言葉の影響力
第14回：ピアサポートと勇気づけの心理（3）－支え合いの力

第１回：集団の定義
第２回：社会的存在としての人間：人はなぜ集団を求めるのか？
第３回：集団心理の基本原理
第４回：集団意思決定の心理
第５回：群衆行動の心理
第６回：災害発生時の心理
第７回：リーダーシップの心理
第８回：偏見・差別の心理
第９回：非倫理的行動の心理
第10回：「いじめ」の心理
第11回：オンライン・コミュニティの心理
第12回：迷惑行動の心理
第13回：マインド・コントロールと説得の心理
第14回：異文化コミュニケーションと異文化適応の心理

履修上の注意
履修希望者が100名を超えた場合は、抽選を行う。

履修上の注意
履修希望者が100名を超えた場合、抽選を行う。

準備学習（予習・復習等）の内容
初回授業で提示する関連文献リストと各回で紹介する参考文献を
活用し、準備学習と発展的学習に努めること。
教科書
プリントを用いて講義を進めるため、教科書は使用しない。
参考書
各回の講義で関連文献を紹介する。各自が関心をさらに掘り下げ
て、学期末レポートに結実させること。
成績評価の方法
学期末レポート（70％）と各回のリアクションペーパー（30％）
で評価。
学期末レポートは、掘り下げた考察がなされているか（50％）、
自己の意見が明確に述べられているか（50％）を評価する。
その他
質問や連絡は、浅井のメールアドレスまで。
aae19090@gmail.com

目

準備学習（予習・復習等）の内容
初回の授業で提示する関連文献リスト、各回で紹介する参考文献
を活用し、準備学習と発展的学習に努めること。
教科書
プリントを用いて講義を進めるため、教科書は使用しない。
参考書
各回の講義で関連文献を紹介する。各自が関心をさらに掘り下げ
て、学期末レポートに結実させること。
成績評価の方法
学期末レポート（70％）と各回のリアクションペーパー（30％）
で評価。
学期末レポートは、選択したテーマについて掘り下げた考察がな
されているか（50％）、自己の意見が明確に述べられているか（50％）
を評価する。
その他
質問や連絡は浅井のメールアドレスまで。
aae19090@gmail.com
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科目ナンバー：(AG)LIT111J
科

目

名

日本文学
（1）
・
（2）

科目ナンバー：(AG)LIT131J

単位数

担当者

2単位

西連寺成子

科

授業内容
第１回：a のみ：イントロダクション
第２回：高村光太郎と智恵子の伝記
第３回：「智恵子抄」
第４回：「智恵子抄」
第５回：江戸川乱歩の伝記
第６回：「押絵と旅する男」
第７回：宮沢賢治の伝記
第８回：宮沢賢治「グスコーブドリの伝記」
第９回：宮沢賢治「グスコーブドリの伝記」
第10回：太宰治の伝記
第11回：太宰治「お伽草紙」
第12回：太宰治「お伽草紙」
第13回：太宰治「お伽草紙」
第14回：太宰治「お伽草紙」
※進行上の必要に応じて扱う作品や順番を変更する場合もある。
履修上の注意
授業には必ずテキスト（プリント）を持参すること。テキストは
授業を受ける前に読み終わっていること。以上を前提に授業を進め
る。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、作品は必ず授業の前に読み終えておくこと。ストー
リーを確認するだけでなく、わからない言葉の意味などを調べてお
くこと。
復習として、講義の内容をノートにわかりやすくまとめておくこと。
教科書
テキストは，プリントの事前配布を基本とするが、配布困難な場
合は「青空文庫」（インターネットの電子図書館）ＨＰを案内する。
スロー・リーディングの実践』平野啓一郎（PHP

成績評価の方法
期末試験50％，学期中のテスト40％，授業貢献度10％
なお，私語や周囲への迷惑行為があった場合は総合評価より減点
する。
その他
オフィスアワー：最初の講義で指示する。
連絡先：最初の講義で示す。

名

単位数

外国文学
（1）
・
（2）

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
当授業のテーマは，日本近代文学を代表する作家の作品を通して，
人間や社会，制度，歴史等について考察を深めることである。また，
作品を細やかに読み解く中で、豊かな人間性と他者への想像力を
培っていくことも大切にしたい。趣味で本を読む姿勢とは異なる作
品への向き合い方と解釈の仕方を身につけ，文学から深く学び取る
力を得ることを達成目標とする。
近代文学は現代の若者にとっては遠い時代のものであり，手に取
る機会も少ないだろう。だが，普遍的なテーマを持ち，現代社会に
通じる問題を浮かび上がらせる作品は数多く存在する。そのような
近代文学を読む楽しさも味わってもらいたいと思う。
《授業の概要》
授業は講義が中心になるが，受け身に聴くだけでなく各自の解釈
も大切にしてほしいと考えている。学期中にもテストを実施し，作
品に対する自分の意見や解釈などを書く機会があるので、受講生各
自の積極的な取り組みを期待する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡ・
Ｆに対応する科目である。

参考書
『本の読み方
新書）

目

2単位

担当者
高瀬

智子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
「五感を使って味わうフランス文学」
本講義では，17世紀以降，21世紀に至るまでのフランス語で書か
れた戯曲，書簡集，小説，詩，などの抜粋をとりあげ，色々な「味
わい方」を経験することで，フランス文学に親しみつつ世界観を広
げることを目的とします。
《授業の概要》
色々な文学作品にふれながら，そこに現れる自然観，人間観，時
間の認識，記憶についての感覚，論理展開の方法，など，さまざま
なテーマについて考える時間をもちます。またフランス語という言
語の手触りをつかむために，時々短い文を暗唱してみる，など，体
をつかって文学を味わっていきます。
授業内容
［第１回］ a イ
 ントロダクション／アンケート / ディスカッション
「私と・・・文学？」
b 17世紀＝江戸時代 歌舞伎が「傾き」だった頃 また
は「古典」と「前衛」
［第２回］人生は思い通りにならぬもの ―モリエールの喜劇
［第３回］見えないものを見る？―ラシーヌの悲劇
［第４回］17世紀末に見られる自然観 ― セヴィニェ夫人の手紙
［第５回］パリ散策１：ノートル＝ダム大聖堂
［第６回］ユゴーの描こうとした「人間」
［第７回］中間のまとめ「私にとって文学とは？」パリ散策２：シャ
ンゼリゼ通り
［第８回］プルーストと記憶の散歩
［第９回］ある公園から宇宙へ ― プレヴェールの詩の世界
［第10回］大人の童話 ― 『星の王子さま』
［第11回］ケベック文学入門 ― 集団的記憶を形成する伝説『空飛
ぶカヌー』
［第12回］セネガル文学入門 ― 『野うさぎルークの大冒険』
［第13回］母語以外の言語で書くということ
［第14回］ a まとめ
b 期末試験または課題提示
履修上の注意
皆さんの専門とは縁遠く感じられる分野かもしれませんが、多様
な視点を吟味することは、文学でも科学でも同様に大切なことでは
ないでしょうか。履修者の皆さんの積極的参加、発言が期待されま
す。
欠席日数が授業日数の３分の１を上回ると期末試験の受験資格は
失われます。注意して下さい。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の授業の後、クラスウェブのアンケート機能に、各回の授業
のポイントに関わるクイズをアップします（復習）。
教科書
教科書は用いず、毎回プリント（PDF）資料を用います。
参考書
『フランス文学小事典』岩根

久

成績評価の方法
期末試験あるいはレポート：70％
平常点：30％
その他
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他編

朝日出版社

科目ナンバー：(AG)LIN111J
科

目

名

単位数

ことばと文化Ａ

2単位

科目ナンバー：(AG)LIN111J
担当者
下永

科

裕基

授業の概要・到達目標

目

名

単位数

ことばと文化Ｂ

2単位

担当者
下永

裕基

授業の概要・到達目標

「言語を思考対象とする意義をさぐる（英語学編）
」
言語はわれわれにとって最も身近なもののひとつであり、また思
考の道具として、大学に学ぶ者はその重要性をしっかりと認識すべ
きものでもあります。
したがって言語についてある程度学問的にとらえ、見つめなおす
ことは、その知的生活において大きな意味のあることです。
日本語・英語・第二外国語として学ぶ言語、そのほか世界には多
くの言語が存在しますが、それぞれは孤立した存在ではありません。
そればかりか、言語は人間の思考パターンや世界の認識法と密接に
かかわっていることから、言語の枠を超えて普遍的にみられる現象
が存在するのです――意味変化・音韻変化・言語の誕生と死など。
そうしたテーマを学ぶことによって、言語についての理解を深め、
学生諸君の世界についての理解がより成熟したものとなることを、
この講義は目指しています。
《授業の概要》
多くの学生が第二言語として接する「英語」について、それを歴
史的側面を中心にさまざまな角度から眺めてみたい。そのうえで英
語の歴史において生じている出来事をより身近に感じられるよう
に、日本語の事例を考察する機会も多く取り入れる予定です。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標のＡに
対応する科目です。

「言語を思考対象とする意義をさぐる（言語学編）
」
言語はわれわれにとって最も身近なもののひとつであり、また思
考の道具として、大学に学ぶ者はその重要性をしっかりと認識すべ
きものでもあります。
したがって言語についてある程度学問的にとらえ、見つめなおす
ことは、その知的生活において大きな意味のあることです。
日本語・英語・第二外国語として学ぶ言語、そのほか世界には多く
の言語が存在しますが、それぞれは孤立した存在ではありません。
そればかりか、言語は人間の思考パターンや世界の認識法と密接に
かかわっていることから、言語の枠を超えて普遍的にみられる現象
が存在するのです――意味変化・音韻変化・言語の誕生と死など。
そうしたテーマを学ぶことによって、言語についての理解を深め、
学生諸君の世界についての理解がより成熟したものとなることを、
この講義は目指しています。
《授業の概要》
日本語や英語を中心にして、言語一般にみられる諸現象と人間の
文化的営みとのかかわりを論じます。言語を考察する上で、歴史的
観点からの観察と、共時的観点からの観察の双方の重要性を指摘し
ます。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標のＡに
対応する科目です。

授業内容

授業内容

第１回： Introduction：英語はいつから「国際共通語」なのか？
第２回：英語をさかのぼる――メディアの変化とともに
第３回：英語とはなにか――印欧語族の世界
第４回：単語の出自――三層の同義語と外来語
第５回：意味は広がり、変化する
第６回：英語史にみる発音と綴り字の変化
第７回：英語史にみる文法の変化（1）――名詞と語順
第８回：英語史にみる文法の変化（2）――代名詞と動詞
第９回：英語史にみる文法の変化（3）――形容詞と副詞
第10回：世界に広がる英語（1）――辺境言語コンプレックスの克服
第11回：世 界に広がる英語（2）――英語・米語・Englishes と和
製英語
第12回：変わる力・抑える力――教育と言語
第13回：第13回：品詞の転換――“Google”は名詞なのか？
第14回：英語の歴史が映し出すもの
定期試験期間中に期末試験を行う。
なお、やむを得ない事情により、この通りに展開しない場合があ
りますが、
その場合は授業時に変更を告知するので、
それにしたがっ
てください。

第１回：ことばを考察する意味
第２回：記号とことば
第３回：人間にとっての「ことば」と「文化」
第４回：言語・民族・国家・文化の関係性
第５回：地方語・共通語・国際語と民主化・グローバル化
第６回：ある文明語の死――言語が廃用となることについて
第７回：人工言語の試み（１）
第８回：人工言語の試み（２）
第９回：言語と文字（１）
第10回：言語と文字（２）
第11回：世界に意味を与える言語（１）
第12回：世界に意味を与える言語（２）
第13回：世界観とメタファー
第14回：人間とともに歩む言語――手話の事例から
定期試験期間中に期末試験を行う。

履修上の注意
遅刻厳禁（授業冒頭にリアクション・ペーパーが配布されます）
。
なお、リアクション・ペーパーは、単に提出すればよいものでは
なく、読み手に誤解なく伝わる言葉の使い方を常に意識して記入し、
提出してください。

準備学習（予習・復習等）の内容
言語を観察するうえでのさまざまなポイントが、講義において紹
介されます。
それらを参考にしつつ、ふだんから「ことば」をよく観察し、面
白いと感じる点を見つけ、
それを漠然とした印象ではなく、
「なにが」
「どのように」面白いと感じたかを表現できるよう、感性を磨いて
おいてください。そうした感性によって気づいたことを言語化する
（verbalize）ことが、授業のより深い理解に役立ちます。
（なお、授業時のリアクション・ペーパーや定期試験の自由記述
では、そうした感性が評価されます。
）
参考書籍は下記のもの以外にも多数、講義で紹介しますので、そ
れらをぜひ読んでさらに理解を深めてください。

教科書

履修上の注意
遅刻厳禁（授業冒頭にリアクション・ペーパーが配布されます）
。
なお、リアクション・ペーパーは、単に提出すればよいものでは
なく、読み手に誤解なく伝わる言葉の使い方を常に意識して記入し、
提出してください。

準備学習（予習・復習等）の内容
言語を観察するうえでのさまざまなポイントが、講義において紹
介されます。
それらを参考にしつつ、ふだんから「ことば」をよく観察し、面
白いと感じる点を見つけ、
それを漠然とした印象ではなく、
「なにが」
「どのように」面白いと感じたかを表現できるよう、感性を磨いて
おいてください。そうした感性によって気づいたことを言語化する
（verbalize）ことが、授業のより深い理解に役立ちます。
（なお、授業時のリアクション・ペーパーや定期試験の自由記述
では、そうした感性が評価されます。
）
参考書籍は下記のもの以外にも多数、講義で紹介しますので、そ
れらをぜひ読んでさらに理解を深めてください。

教科書
ハンドアウト教材を使用。

参考書

ハンドアウト教材を使用。

参考書
織田哲司（著）
，
『英語の語源探訪』
（大修館書店）
。
寺澤盾
（著）
，
『英語の歴史―過去から未来への物語』（中公新書）
。
ブラッグ，メルヴィン（著）三川基好（訳）
『英語の冒険』
（講談社
学術文庫）
。
渡部昇一（著）
，
『英語の歴史』（大修館書店）
。
渡部昇一（著）
，
『英文法を撫でる』（ＰＨＰ新書）
。

成績評価の方法
良好な出席状況（授業回数の３分の２以上）が、期末試験を受け
るための条件である。
そのうえで定期試験期間中に行う期末試験90％，平常のリアク
ション・ペーパー10％。
リアクション・ペーパーは、単に提出すればよいものではなく、
読み手に誤解なく伝わる言葉の使い方を常に意識して記入し、提出
してください。

その他
研究室は３号館４階，3-405にある。
オフィスアワー：火曜16時～17時。水曜13時30分～16時。
オフィスアワー以外でも，在室時には可能な限り，対応します。
授業前後のコンタクトやメールを通して、日時の都合を合わせれ
ば、確実です。
研 究 室 連 絡 先 ＝
y s m e i j i ＠ m e i j i . a c . j p

池上忠彦（著）
，
『記号論への招待』
（岩波新書）
。
佐々木 健一
（著）
，
『辞書になった男 ケンボー先生と山田先生』
（文
藝春秋）
祖父江 孝男（著）
，
『文化人類学入門』
（中公新書）
。
ハリソン，Ｋ．デイビッド（著）
，川島満重子（訳）
，
『亡びゆく
言語を話す最後の人々』
（原書房）
。
渡部昇一（著）
，
『英語の語源』（講談社現代新書）
。

成績評価の方法
良好な出席状況（授業回数の３分の２以上）が、期末試験を受け
るための条件である。
そのうえで定期試験期間中に行われる期末試験90％，平常のリア
クション・ペーパー10％。
リアクション・ペーパーは、単に提出すればよいものではなく、
読み手に誤解なく伝わる言葉の使い方を常に意識して記入し、提出
してください。

その他
研究室は３号館４階，3-405にある。
オフィスアワー：火曜16時～17時。水曜13時30分～16時。
オフィスアワー以外でも，在室時には可能な限り，対応します。
授業前後のコンタクトやメールを通して、日時の都合を合わせれ
ば、確実です。
研究室連絡先＝ ysmeiji ＠ meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)LIN131J
科

目

名

日本語表現Ａ
（1）
・
（2）
・
（3）

科目ナンバー：(AG)LIN131J

単位数

担当者

2単位

西連寺成子

科

目

名

日本語表現Ａ
（4）
・
（5）
・
（6）

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
読むことや書くことに対して，私達はさほど訓練の必要がないも
のと思い込みがちである。しかし実際には読みこなすことの困難な
文章に遭遇したり，紙を前にしても書くことができずに躊躇した覚
えがある者は少なくないだろう。殊に大学という学びの場において，
日本語能力は大きく影響してくると考えられる。そこで当授業の
テーマを他の学習の基礎になる文章の読解や文章作成に必要な力を
養うこととし，主に論理的な文章能力の充実を図ることを達成目標
とする。
《授業の概要》
授業では文章表現に関する基本的事項を確認しながら，論理的文
章の読解や作成を繰り返すことが中心となる。受講生には毎回何ら
かの課題について作業し提出してもらうことになる。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡ・
Ｆに対応する科目である。
授業内容
第１回 a のみ：イントロダクション（履修の仕方，授業の進め方，
アンケートなど）
第２回 国語表現に関する基礎事項の確認（悪文訂正・原稿用紙の
使い方など）
第３回 レポート作成の注意点
第４回 論理的な文章における基礎事項の確認（１）接続語
第５回 論理的な文章における基礎事項の確認（２）パラグラフ
第６回 縮約文～社説から学ぶ
第７回 要約文（１）短めの文章の読解
第８回 要約文（２）長めの文章の読解その１
第９回 要約文（３）長めの文章の読解その２
第10回 論証
第11回 小論文の作成（１）
第12回 小論文の作成（２）
第13回 小論文の作成（３）
第14回 補足説明、まとめ
※小論文の作成では、実施回ごとに異なる課題に取り組む。
※必要に応じて授業内容や順番に変更が生じる場合がある。

単位数

担当者

2単位

川島みどり

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
読むことや書くことに対して，私達はさほど訓練の必要がないも
のと思い込みがちである。しかし実際には読みこなすことの困難な
文章に遭遇したり，紙を前にしても書くことができずに躊躇した覚
えがある者は少なくないだろう。殊に大学という学びの場において，
日本語能力は大きく影響してくると考えられる。そこで当授業の
テーマを他の学習の基礎になる文章の読解や文章作成に必要な力を
養うこととし，主に論理的な文章能力の充実を図ることを達成目標
とする。
《授業の概要》
授業では文章表現に関する基本的事項を確認しながら，論理的文
章の読解や作成を繰り返すことが中心となる。受講生には毎回何ら
かの課題について作業し提出してもらうことになる。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡ・
Ｆに対応する科目である。
授業内容
第１回 a のみ：イントロダクション（履修の仕方，授業の進め方，
アンケートなど）
第２回 国語表現に関する基礎事項の確認（悪文訂正・原稿用紙の
使い方など）
第３回 レポート作成の注意点
第４回 論理的な文章における基礎事項の確認（１）接続語
第５回 論理的な文章における基礎事項の確認（２）パラグラフ
第６回 縮約文～社説から学ぶ
第７回 要約文（１）短めの文章の読解
第８回 要約文（２）長めの文章の読解その１
第９回 要約文（３）長めの文章の読解その２
第10回 論証
第11回 小論文の作成（１）
第12回 小論文の作成（２）
第13回 小論文の作成（３）
第14回 補足説明、まとめ
※小論文の作成では、実施回ごとに異なる課題に取り組む。
※必要に応じて授業内容や順番に変更が生じる場合がある。

履修上の注意
・文章の添削指導を行うので、履修希望者が４０名を越えた場合は抽
選を行う。また、秋学期の履修登録（日本語表現Ｂ）も春学期に
行い、春・秋学期ともに、抽選後の履修変更は行えないので注意
すること。ただし、秋学期は人数に余裕のある場合のみ追加募集
を行う。なお、初回の授業で、履修上の注意点や授業内容につい
て詳しく説明するので、受講希望者は必ず出席すること。
・授業で取り組んだ課題は，授業終了時に提出することを原則とす
る。後日提出は基本的に受け付けない。受講生は授業に集中し、
有効に時間を使って取り組んでほしい。
・私語や周囲への迷惑行為があった場合は成績評価から減点する。

履修上の注意
・文章の添削指導を行うので、履修希望者が４０名を越えた場合は抽
選を行う。また、秋学期の履修登録（日本語表現Ｂ）も春学期に
行い、春・秋学期ともに、抽選後の履修変更は行えないので注意
すること。ただし、秋学期は人数に余裕のある場合のみ追加募集
を行う。なお、初回の授業で、履修上の注意点や授業内容につい
て詳しく説明するので、受講希望者は必ず出席すること。
・授業で取り組んだ課題は，授業終了時に提出することを原則とす
る。後日提出は基本的に受け付けない。受講生は授業に集中し、
有効に時間を使って取り組んでほしい。
・私語や周囲への迷惑行為があった場合は成績評価から減点する。

準備学習（予習・復習等）の内容
復習として、当日行った授業の内容をノートにわかりやすくまと
め、使用した文献については読み直して理解を深めること。授業で
取り組んだ練習問題や文章作成の返却物を見直して、不十分だった
点を確認し次の課題に生かすようにすること。

準備学習（予習・復習等）の内容
復習として、当日行った授業の内容をノートにわかりやすくまと
め、使用した文献については読み直して理解を深めること。授業で
取り組んだ練習問題や文章作成の返却物を見直して、不十分だった
点を確認し次の課題に生かすようにすること。

教科書
教科書は指定しない。作業に必要な資料等はプリントを配布する。

教科書
教科書は指定しない。作業に必要な資料等はプリントを配布する。

参考書
『文章工房―表現の基本と実践』中村明（ちくま新書）
『悪文―裏返し文章読本』中村明（ちくま新書）

参考書
『文章工房―表現の基本と実践』中村明（ちくま新書）
『悪文―裏返し文章読本』中村明（ちくま新書）

成績評価の方法
毎回の課題提出とその評価（70％）、及び期末試験の評価（30％）
によって行う。また、全体の３分の２以上の課題提出を、単位取得
のための最低条件とする。

成績評価の方法
毎回の課題提出とその評価（70％）、及び期末試験の評価（30％）
によって行う。また、全体の３分の２以上の課題提出を、単位取得
のための最低条件とする。

その他
オフィスアワー：最初の講義で指示する。
連絡先：最初の講義で提示する。

その他
オフィスアワー：最初の講義で指示する。
連絡先：最初の講義で提示する。
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科目ナンバー：(AG)LIN131J
科

目

名

日本語表現Ｂ
（1）
・
（2）
・
（3）

科目ナンバー：(AG)LIN131J

単位数

担当者

2単位

西連寺成子

科

目

名

日本語表現Ｂ
（4）
・
（5）
・
（6）

単位数

担当者

2単位

川島みどり

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
自己を伝えることも他者とコミュニケーションを取ることも，言
葉に対して無自覚な状態のままでは適切な対応ができない。日本語
に対する意識を高めること，これが当授業の主要テーマである。
たとえば読み手の記憶に残り，感動を与え，感性に訴えかけるよ
うな文章はどのような言語表現上の工夫によって成立するのか，書
く練習を重ねながらその技術を身に付ける。 また，敬語や手紙，
メールの正しい用法とともに自己ＰＲに関する表現のこつを知り，
的確に相手に伝えていく方法を習得する。
さらに，私達が当たり前のように使用している日本語の歴史につ
いて学び，言葉への漫然とした向き合い方を改める一つの機会とし
て生かしてもらいたいと考える。
様々な方法と知識を身に付けることで，より良い日本語の表現者
となることが当授業の達成目標である。
《授業の概要》
授業では，講義の後，講義内容に応じた課題に毎回取り組むこと
になる。課題は文章作成のほか練習問題などを予定している。「日
本語の歴史から」の授業においても同様である。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡ・
Ｆに対応する科目である。

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
自己を伝えることも他者とコミュニケーションを取ることも，言
葉に対して無自覚な状態のままでは適切な対応ができない。日本語
に対する意識を高めること，これが当授業の主要テーマである。
たとえば読み手の記憶に残り，感動を与え，感性に訴えかけるよ
うな文章はどのような言語表現上の工夫によって成立するのか，書
く練習を重ねながらその技術を身に付ける。 また，敬語や手紙，
メールの正しい用法とともに自己ＰＲに関する表現のこつを知り，
的確に相手に伝えていく方法を習得する。
さらに，私達が当たり前のように使用している日本語の歴史につ
いて学び，言葉への漫然とした向き合い方を改める一つの機会とし
て生かしてもらいたいと考える。
様々な方法と知識を身に付けることで，より良い日本語の表現者
となることが当授業の達成目標である。
《授業の概要》
授業では，講義の後，講義内容に応じた課題に毎回取り組むこと
になる。課題は文章作成のほか練習問題などを予定している。「日
本語の歴史から」の授業においても同様である。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡ・
Ｆに対応する科目である。

授業内容
第１回：イントロダクション（履修の仕方、授業の進め方など）・
自己 PR 文作成のための準備
第２回：自己 PR 文
第３回：作文を書く（１）読者をひきつける工夫
第４回：作文を書く（２）描写と説明
第５回：作文を書く（３）レトリック
第６回：敬語（１）
第７回：敬語（２）
第８回：メール
第９回：手紙
第10回：作文の相互講評
第11回：日本語の歴史から（１）文字の話
第12回：日本語の歴史から（２）文体の話
第13回：日本語の歴史から（３）ビジュアルポエム
第14回：a のみ：補足説明
※必要に応じて授業内容や順番に変更が生じる場合がある。

授業内容
第１回：イントロダクション（履修の仕方、授業の進め方など）・
自己 PR 文作成のための準備
第２回：自己 PR 文
第３回：作文を書く（１）読者をひきつける工夫
第４回：作文を書く（２）描写と説明
第５回：作文を書く（３）レトリック
第６回：敬語（１）
第７回：敬語（２）
第８回：メール
第９回：手紙
第10回：作文の相互講評
第11回：日本語の歴史から（１）文字の話
第12回：日本語の歴史から（２）文体の話
第13回：日本語の歴史から（３）ビジュアルポエム
第14回：a のみ：補足説明
※必要に応じて授業内容や順番に変更が生じる場合がある。

履修上の注意
・文章の添削指導を行うので，履修希望者が４０名を越えた場合は抽
選を行う。また，秋学期の履修登録（日本語表現Ｂ）も春学期に
行い，春・秋学期ともに，抽選後の履修変更は行えないので注意
すること。ただし，秋学期は人数に余裕のある場合のみ追加募集
を行う。なお，初回の授業で，履修上の注意点や授業内容につい
て詳しく説明するので，受講希望者は必ず出席すること。
・授業で取り組んだ課題は，授業終了時に提出することを原則とす
る。後日提出は基本的に受け付けない。受講生は授業に集中し，
有効に時間を使ってほしい。
・私語や周囲への迷惑行為があった場合は総合評価より減点する。

履修上の注意
・文章の添削指導を行うので，履修希望者が４０名を越えた場合は抽
選を行う。また，秋学期の履修登録（日本語表現Ｂ）も春学期に
行い，春・秋学期ともに，抽選後の履修変更は行えないので注意
すること。ただし，秋学期は人数に余裕のある場合のみ追加募集
を行う。なお，初回の授業で，履修上の注意点や授業内容につい
て詳しく説明するので，受講希望者は必ず出席すること。
・授業で取り組んだ課題は，授業終了時に提出することを原則とす
る。後日提出は基本的に受け付けない。受講生は授業に集中し，
有効に時間を使ってほしい。
・私語や周囲への迷惑行為があった場合は総合評価より減点する。

準備学習（予習・復習等）の内容
復習として，当日の講義内容をノートにわかりやすくまとめてお
くこと。不明点は必ず解消するように心がけ，理解を深めること。
授業中に取り組んだ練習問題や文章作成の返却物を見直して，不十
分だった点を確認し次回の課題に生かすようにすること。

準備学習（予習・復習等）の内容
復習として，当日の講義内容をノートにわかりやすくまとめてお
くこと。不明点は必ず解消するように心がけ，理解を深めること。
授業中に取り組んだ練習問題や文章作成の返却物を見直して，不十
分だった点を確認し次回の課題に生かすようにすること。

教科書
教科書は指定しない。作業に必要な資料や教材はプリントを配布
する。

教科書
教科書は指定しない。作業に必要な資料や教材はプリントを配布
する。

参考書
『文章の書き方』辰濃和男（岩波新書）
『文章のみがき方』辰濃和男（岩波新書）

参考書
『文章の書き方』辰濃和男（岩波新書）
『文章のみがき方』辰濃和男（岩波新書）

成績評価の方法
毎回の課題提出とその評価（70％），及び期末試験（30％）によっ
て行う。また，全体の３分の２以上の課題提出を，単位取得のため
の最低条件とする。

成績評価の方法
毎回の課題提出とその評価（70％），及び期末試験（30％）によっ
て行う。また，全体の３分の２以上の課題提出を，単位取得のため
の最低条件とする。

その他
オフィスアワー：最初の講義で指示する。
連絡先：最初の講義で提示する。

その他
オフィスアワー：最初の講義で指示する。
連絡先：最初の講義で提示する。
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科目ナンバー：(AG)ART111J
科

目

名

文芸思潮
（1）
・
（2）

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)ARS121J
担当者
狩野

科

目

名

地域文化研究
（1）
・
（2）

晃一

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標およびテーマ》
西洋における文学伝統を概観し、「古典」が人生に与えてくれる
叡智の一端に触れる。本講では特にトロイ物語を中心に据え、いか
にそれが文学伝統の中で受容され変容してきたかについて見て行き
たい。
《授業の概要》
ヨーロッパ文化の根底にある精神を理解するにはそこで醸成され
た文学に触れるのがよい。いわゆる古典と呼ばれるものは長く残っ
ているだけではなく、それらは第一級のものである。古典は難しい
と思われがちだが、読み始めればきっと現代に生きる自分と同じ問
題に直面する登場人物に共感し、自らの考えを深めることができる
だろう。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡ・
Ｆに対応する科目である。
授業内容
第１回：イントロダクション、ヨーロッパ文学の源流
第２回：［古代］ギリシア文学２（概観、抒情詩）
第３回：ギリシア文学２（叙事詩、ホメロス）
第４回：ギリシア文学３（叙事詩、ホメロス他）
第５回：ラテン文学１（概観、抒情詩、ウェルギリウス）
第６回：ラテン文学２（叙事詩）
第７回：中世文学１（ダンテ）
第８回：中世文学２（ダンテ）
第９回：中世文学３（チョーサー）
第10回：中世文学４（チョーサー）
第11回：近代文学１（概観、抒情詩）
第12回：近代文学２（シェイクスピア）
第13回：近代文学３（シェイクスピア）
第14回：まとめ

単位数
2単位

担当者
織田

哲司

授業の概要・到達目標
西洋文化の源流である印欧語族の世界を概観する—古代人の「農学」

を中心に
《授業の概要》
ダーウィンの進化論に触発されて誕生した印欧比較言語学は、イ
ンドからイベリア半島にかけての広大な地域で話されている大半の
言語は人間でいえば血縁関係にあり、祖先をたどると約6000年前に
は単一の言語だったかもしれないと想定している。この血縁関係に
ある言語群を印欧語族と呼ぶ。この講義では印欧語族とその文化を
概観しつつ、徐々に焦点を英語をふくむゲルマン文化へ絞っていく。
とりわけ、古代文化を知るために神話を参照するが、神話という
文献から、植物の成長と収穫についての古代人の考えは、じつは現
代人が「農学」と呼ぶ知識にほかならないことに気づくであろう。
この講義は、印欧語族の言語文化という視点から「農学」を学ぶ場
として提供される。そうすることにより、各学科での学習と相まっ
て、より立体的に人間と土や自然とのかかわりを理解できるはずで
ある。
《到達目標》
印欧比較言語学や考古学が明らかにしてきた知見をもとに印欧語
族の文化を概観することにより ､ 次のような学習目標が達成できる
と期待される：
1. 近代科学を含むさまざまな文化を産みだしてきた主として西洋
文明の根源的な世界観を理解することができる。
2. 西洋文明と日本文明の相違点を比較することができる。
3. 印欧語族の一員である英語の成り立ちを理解することにより、
さらなる英語学習の助けとなる。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡ・
Ｆに対応する科目である。

授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：比較言語学と進化論
第３回：比較言語学の誕生
第３回：印欧祖語の再建
第４回：印欧祖語の故郷
第５回：印欧語族の言語と文化1－ラテン語文化圏について
第６回：印欧語族の諸言語と文化2－ゲルマン語文化圏について
第７回：印欧語族の諸言語と文化3－英語を含む西ゲルマン語文化
圏について
第８回：ゲルマン人、ローマ人、ケルト人
第９回：ゲルマン人の原郷地
第10回：ゲルマン人の生活
第11回：ゲルマン語の語彙
第12回：ゲルマン人の世界観とそこから由来する英単語1－神々の
名称
第13回：ゲルマン人の世界観とそこから由来する英単語2－いろい
ろな単語
第14回：まとめ

履修上の注意
充分な予習、復習と出席はいうまでもないが、このクラスでは自
発的な質問やコメントが求められる。また、英語や西洋文化のみな
らず日本語や日本文化にも興味をもつことが非常に重要である。

準備学習（予習・復習等）の内容

Oh-o! Meiji System から配信する資料の該当箇所をふり返り、不
明な部分があれば授業で質問すること。また、次の回の内容につい
て資料や下に掲げる教科書・参考書に目を通しておくこと。

履修上の注意
古典は難しいと思わず、まず読み始めてみよう。
準備学習（予習・復習等）の内容
イントロダクションで指定する資料を事前にそれぞれ通読してお
くことが必要である。
教科書
配布する資料に基づいて進める。
参考書
『ギリシア・ラテン古典文学案内』高津春繁、齋藤忍随（岩波文庫）
『シチリア派恋愛抒情詩選』瀬谷幸男、狩野晃一訳（論創社）
『中世イタリア民間説話集』瀬谷幸男、狩野晃一訳（論創社）
『神曲』（上・中・下）原基晶（講談社学術文庫）
『カンタベリー物語』（共同新訳版）チョーサー著、池上忠弘監訳
（悠書館）
成績評価の方法
授業中に課される小レポート40％、まとめのレポート60％の総合
評価とする。出席は3分の2以上すること。
その他
オフィス・アワー：金曜日・３時限目
英語第Ⅱ研究室（3号館4階3-404号室）

教科書

『インタープレタティオ・ヤポニカ―アングロ・サクソン人の改
宗と詩』織田哲司（著）
（明治大学出版会）

参考書

『言語学の誕生』風間喜代三（著）
（岩波書店）
『印欧語の故郷を探る』風間喜代三（著）
（岩波書店）
『ことばの考古学』コリン・レンフルー（著）
（青土社）
『
「印欧人」のことば誌』アンドレ・マルティネ（著）
（ひつじ書房）
『英語の語源探訪』織田哲司（著）
（大修館書店）
『
「人間らしさ」の言語学』織田哲司（著）
（開拓社）
『英語の語源』渡部昇一（著）
（講談社）
『言語と民族の起源について』渡部昇一（著）
（大修館書店）
『言語という名の奇跡』リチャード・ウィルソン（著）
（大修館書
店）
『ホモ・メンティエンス』外山滋比古（著）
（みすず書房）
など。
ほかに必要に応じて授業中に紹介する。

成績評価の方法

年間授業回数の2/3以上の出席者が評価対象となる。リアクショ
ン・ペーパー（毎回の課題を含む）50%、レポート50% の配分で計
算し、合計で60% 以上を合格とする。
レポートは上記および授業中に紹介される参考書を一冊選んで読
み、それについて自分で考えたことをレポート用紙2・3枚にまと
めることとする。

その他

英語第Ⅳ研究室（3号館3階3-406）
オフィス・アワー：水曜日、木曜日 ､ 金曜日12：40～13：30。オ
フィスアワー以外でも可能な限り随時受け付けるが、事前の連絡が
望ましい。
電子メール：oda_t@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)HIS111J
科

目

名

単位数

日本の歴史Ａ

2単位

科目ナンバー：(AG)HIS111J
担当者
中村

科

友一

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
この科目は人文学の日本史の分野の授業である。古代を中心にし
て，中世までの日本において，人々が何を生産し，どのようなもの
を食してきたかを概説する。上記の視点から，古代～中世の人々の
文化・歴史を把握し，現在の私たちの立脚する意識を理解すること
を到達目標とする。
《授業の概要》
古代・中世における生産と消費を，天皇・貴族層と民衆レベルを
対比しつつ重層的な歴史像を提示していく。
国史や古記録・律令格式といった文献史料を中心に講義する。そ
れに加え，考古資料や実験考古学の成果なども随時取り入れながら，
複合的に歴史観を構築できるような講義を行う。
なお，農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標
のＡに対応する科目である。
授業内容
第1回 ａガイダンス・日本人の来歴
第2回 狩猟・採取期の食物
第3回 稲作の由来と生産体制
第4回 稲以外の穀物・畑作
第5回 薬草の採取と栽培や園地
第6回 貢納される水産物
第7回 蘇や醍醐の製造と家畜
第8回 古代～中世の酒造
第9回 肉食忌避とその実態
第10回 塩など調味料の生産
第11回 天皇・貴族・下級官人の食膳
第12回 民衆や武家の食膳
第13回 中世の穀物と農業生産
第14回 a：試験 ｂ：解説

目

名

単位数

日本の歴史Ｂ

2単位

担当者
森

朋久

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
日本の歴史のうち，日本の原風景、伝統的な景観であり，主に耕
地と集落で成り立つ，村（ムラ）の歴史について，各時代の政治と
経済を背景としながら，通史的に明らかにする。特に，現在の市町
村の基盤となる村が成立する，近世・近代に重点を置く。耕地と集
落は，棚田に代表されるように，人間と自然との共同作品である，
文化的景観として近年注目されている。世界的に優良なその景観は，
世界遺産の選定項目となり、日本でも優良な景観は，文化財保護法，
農林水産業の重要文化的景観に選定されており、文化財としての意
義がある。授業では前提として，日本史研究の基礎資料である歴史
資料（古文書）を紹介するとともに，耕地や集落が文化財としてど
のような意義があるのかを明らかにする。
（学問分野：日本史，日
本地域史，日本村落史，環境歴史学，文化財学）
《到達目標》
日本史研究の基礎資料である歴史資料（古文書）や耕地と集落の
文化財的な意義を踏まえ，日本の農林水産業の地域基礎単位である
村（ムラ）に関する通史的な学習を通し，教科書的な理解を越え日
本史に対する新たな歴史観と問題意識を形成することを到達目標と
する。農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の
Ａに対応する科目である。

授業内容

履修上の注意
講義形式で行う。特に履修を前提とする授業科目はない。
遅刻時の入室や雑談などの騒音の発生などには注意を与えるの
で，留意していただきたい。
出席とコメントや質疑などの授業へ取り組む姿勢も試験と併せて
評価対象となるので，留意すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業の形式は，講義形式で行う。
授業は，レジュメとパワーポイントを使用する。
予習はとくに必要ないが，日本史の概説書や用語集，電子辞書な
どを参看して，基礎的な事項や用語にはたいおうできるようにして
おくこと。
初回以降の授業では，授業ないでのメモをとるなどをして，レジュ
メと併せて復習して知識を蓄積することが肝要である。
教科書
教科書は使用しない。レジュメを配付する。
参考書
①佐原真『食の考古学』（東京大学出版会）
②関根真隆『奈良朝食生活の研究』（吉川弘文館）
③江原絢子他『日本食物史』（吉川弘文館）
④広野卓『食の万葉集』（中公新書）
⑤武光誠・山岸良二編『古代日本の稲作』（雄山閣出版）など。
その他は、適宜レジュメに提示する。

第１回 a：イントロダクション（日本史における耕地と集落の意義
日本史研究の基礎）
第１回 b：日本史学入門（1）…歴史資料の提示，解説
第２回：日本史学入門（2）…歴史資料の内容解読，背景
第３回：文化財保護法と耕地と集落…文化財・重要文化的景観から
みた村（耕地と集落）
第４回：弥生・古墳時代の村…縄文・弥生移行期，弥生・古墳時代
の耕地と集落
第５回：古代の政治と経済：古代の村と領主支配との関係
第６回：古代の村：古代の開発，条里と村，荘園と村，初期武士団
の村
第７回：中世の政治と経済：中世の村と領主支配との関係
第８回：中世の村…村の景観，惣村と在家，開発と経営，近世の村
との関係
第９回：近世の村の景観…村の基本構成要素，様々な村のかたち
第10回：近世の村の機能…村で作成される様々な文書，ムラの運営
第11回：幕藩領主の農政と近世の村（1）…近世中期までの領主財
政と年貢収奪
第12回：幕藩領主の農政と近世の村（2）…吉宗政権の年貢増徴策
と新田開発，土地政策
第13回：近代の村…地租改正，戸長制，大区小区制，地方三新法，
地方改良運動と村
第14回 a：現代の村…農地改革，昭和の市町村合併と村，高度成長
下の耕地と集落
第14回 b：試験

履修上の注意
〈１〉履 修前提科目，同時履修が望ましい科目については，指定し
ない。
〈２〉授 業全体を通して、日本の地域の歴史に注目しながら話を進
める。
〈３〉授業後の復習用，関連知識の習得用に，参考書〈1〉を紹介す
る。
〈４〉参考書以外の文献・論文（文化財および環境歴史学関係）は，
適宜紹介する。

準備学習（予習・復習等）の内容
〈１〉予 習：あらかじめ配信または配布した資料を一読，一覧して
おくこと。各授業の時代背景を，日本史年表で調べておくこ
とが望ましい。
〈２〉復 習：日本各地の地名が出てくるので，馴染みがない地名は
地名辞典などで調べておくこと。授業内レポートに備えて，
授業の内容を各回まとめておくこと。

教科書

特に定めない。適宜配信または配布した資料に沿って授業を行う。

参考書

〈１〉
『村の語る日本の歴史 古代・中世編』
，
『村の語る日本の歴史
近世編①』
，
『村の語る日本の歴史 近世編②』
木村礎著
（1983
年 そしえて）
〈２〉
『日本の農業１５０年 １８５０～２０００年』暉峻衆三編著（2003年
有斐閣）

成績評価の方法
全授業日数の３分の２以上の出席で，試験を受ける資格を有する。
ただし，問題のある授業態度や遅刻は減点の対象とする。成績評価
は，定期試験70％と出席とコメントなどの授業に対する姿勢を30％
合算で評価する。満点の60％以上が合格点である。
その他
質問・相談は適宜出席と併せて実施するコメントペーパーへの記
載によって受け付けるが，一部は明治メール（○○＠○○）にて受
け付ける。授業時レジュメに記載する。

成績評価の方法
平常点（授業内小レポート
を決める。

その他

20％）と定期試験（80％）で，評価

オフィスアワー：最初の授業および明治大学授業サイト Oh-o!
Meiji で指示する。
連絡先：明治大学授業サイト Oh-o! Meiji を利用した連絡を行う
ので，週に最低一度は閲覧のこと。その方法や他の手段については
最初の授業で指示する。
本年度は，学芸員養成課程設置科目「博物館情報メディア論」と
内容が一部関連するので，同課程受講者の履修を歓迎する。
（強制
ではない）
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科目ナンバー：(AG)HIS131J
科

目

名

西洋の歴史

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)HIS121J
担当者
渡辺

科

名

アジアの歴史

知

授業の概要・到達目標
16世紀以降、イギリス人は積極的に海外に進出し、一大帝国を築
くに至ります。近年のイギリス史研究では帝国の存在がイギリスの
歴史を強く規定してきたことを強調する傾向にあります。また、イ
ギリス帝国への関心はその経済的側面に留まらず、文化や社会のあ
り方にまで広がっています。この授業では、こうしたイギリス帝国
の多様なあり方を見ていくこととします。
ただ、過去の事実の確認にとどまらず、それがなぜ起きたのか、
また、過去の出来事が現在のイギリスの社会といかに関係するのか、
あるいは、イギリスの動向が世界のその他の地域の動向といかに密
接に結びついているのかといった点に力点を置きつつ、歴史学にお
ける多様なものの捉え方をあわせて提示できればと希望します。
授業内容
以下の通り講義を進める予定ですが，進行具合によって若干の変
更を加えることもあります。
第１回 授業内容の紹介 16世紀から19世紀にかけてのイギリスの
歴史の流れを概観します。
第２回 16世紀のイギリス１ バラ戦争や宗教改革、ウェールズと
の合同を通じて国家統合が進む過程を説明します。
第３回 16世紀のイギリス２ 16世紀のイギリス経済が停滞してい
たこと、それに伴って浮浪者問題など社会が混乱していた
ことを説明します。
第４回 イギリス帝国の形成１ 15世紀末からの初期の海外進出か
ら17世紀初頭の海外進出が軌道に乗るまでの過程を説明し
ます。
第５回 イギリス帝国の形成２ 17世紀ヘゲモニー国家として繁栄
したオランダと対立する中、航海法体制を確立する過程を
説明します。
第６回 イギリス帝国の形成３ 17世紀末からのフランスとの対立
の中18世紀中頃に第一帝国を完成させる過程を説明します。
第７回 イギリス商業革命１ イギリス帝国の形成がイギリスの経
済にどのような影響を与えたのか貿易面に焦点をあて説明
します。
第８回 イギリス商業革命２ イギリス帝国の形成が貿易に留まら
ず、経済全般に影響を与え、結果、産業革命をもたらした
過程を説明します。
第９回 イギリス生活革命 イギリス帝国の形成がイギリスの生活
文化に与えた影響について説明します。
第10回 砂糖と西インド諸島 イギリス商業革命、イギリス生活革
命で重要な役割を果たしたのが砂糖ですが、その生産を
行っていた西インド諸島がその結果低開発の道を進むこと
になったことを説明します。
第11回 大西洋黒人奴隷貿易 イギリスは植民地経営に必要な労働
力を獲得する手段として大西洋黒人奴隷貿易を盛んに行い
ました。この貿易がイギリス帝国およびアフリカに与えた
影響について説明します。
第12回 13植民地の独立 13植民地の独立の過程と独立がイギリス
に与えた影響について説明します。
第13回 産業革命と帝国 産業革命の展開と帝国が果たした役割に
ついて説明します。
第14回 まとめ 第一イギリス帝国の形成がイギリスの内外に与え
た影響について総括します
履修上の注意
西洋やイギリスの歴史に興味のある方はもちろん、これまで歴史
にあまりなじみがなかったという方も受講を歓迎します。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義の大きな流れを掴むために、講義前に前回の講義ノートを簡
単に見返しておいてください。また、 適宜、参考文献を紹介しま
すので、興味のあるものから読んでください。

単位数
2単位

担当者
鳥居

高

授業の概要・到達目標
（１）授業の概要
本講義はアジア諸国の中で、東南アジア世界の歴史を対象とする。
日本国内の高校までの教育課程では世界史、日本史と2分法でアプ
ローチしてきたことに現在、東南アジア世界を見えにくくしている
原因の１つである。そのもっとも象徴的な事象が「ヴァスコ・ダ・
ガマのインド航路」と「フランシスコ・ザビエルの来日」ならびに
「鉄炮の伝来」であろう。この３つの事象は東南アジアの歴史を学
ぶことによって1本の線で結ばれる。
東南アジア世界は地勢上・宗教上の特徴から海に浮かぶ「島嶼
（しょ）部」とユーラシア大陸と地続きの「大陸部」に大別される。
講義ではａ . 両世界を概観し、ｂ . イスラーム世界である島嶼部東
南アジアを主な対象とし、ｃ . 時期的にはアジア・太平洋戦争後、
経済開発を目指す1960年代までを扱う。個別の時代の詳細な歴史展
開よりも、東南アジア世界の歴史の特徴とその形成のダイナミズム
を論じ、現代の東南アジアの理解へとつなげる。
半年間のキーワードは港市国家と季節風、イスラーム、植民地支
配、華僑、多民族社会、開発主義である。なお、各時代の日本社会・
日本人との関係にも注目する。
（２）到達目標
高校までの世界史・日本史ではあまり学ぶ機会がなかった東南ア
ジア世界の歴史とその経済社会構造の「大きな枠組み」を理解する
ことを目標とする。各講義には「1つのテーマ」と「3つのキーワー
ド」を設定するので、それぞれのテーマをについて、それぞれ3つ
のキーワードを用い、自分の言葉で説明することができることを具
体的な到達目標としている。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回：ザビエル、鉄炮、「大航海時代」：世界史の中での東南アジ
アの位置を再考する
第２回：地域概念としての「東南アジア」の成立：他称から自称と
なった Southeast Asia の意味とは
第３回：東南アジアの再構築の試み：様々な資料から
第４回：海から見た東南アジア史（１）ー初期南海貿易から扶南王国ー
第５回：海から見た東南アジア史（2）－論争続くシュリービジャヤ－
第６回：港市国家論とマラッカ王国
第７回：マラッカ王国の経済活動と社会構造
第８回：マラッカ、ムスリム商人、パサイ王国：東南アジア島嶼部
においてイスラームがどのように受容されたか
第９回：ポルトガルの進出と東南アジア
第１０回：連 合東インド会社（（V.O.C）、株式会社、傭兵：オランダ
は東南アジアにどのように進出したか
第１１回：天然ゴム、錫、間接支配：イギリスはなぜ、どのように東
南アジアを支配したか
第１２回：からゆきさん、ベンゲット道路、小農：日本人は東南アジ
アにどう関与してきたか
第13回：アジア・太平洋戦争と東南アジア
第１４回：VJ-Day、サンフランシスコ講和条約、賠償：日本は東南
アジア諸国とどのように再会したか
履修上の注意
授業は原則として「2回の授業」を1テーマとして扱う。高校ま
での世界史、日本史の履修経験は不問です。授業はレジュメ・配付
資料、映像を用いて行う。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業時間内に授業内容に関連する書籍、テレビ番組、映画などの
映像資料を紹介するので、活用すること。
教科書
特に用いない。
参考書
『東南アジアを知るための50章』 東京外国語大学東南アジア課程
編集 （明石書店）
『新版 東南アジアを知る事典』石井米雄他編集（平凡社）
この他、平凡社『東洋文庫シリーズ』など。

教科書
特に使用しません。
参考書
適宜、プリントを配布し、参考文献を紹介します。
成績評価の方法
授業の区切りに授業内容や感想を書いていただきます。これら平
常点と学期末の試験の総合評価とします（平常点20％、学期末の試
験80％）。
その他

目

成績評価の方法
本科目は複数回の授業を「1つのテーマ」として、４つのテーマ
で設計されている。テーマが終わった時点で適宜行う「アンサーシー
ト」（コメントなど：40％）期末に行う定期試験（6０％）。
その他
特になし。
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科目ナンバー：(AG)IND112E
科

目

名

Global Competence A
（1）
・
（2）

科目ナンバー：(AG)IND112E

単位数

担当者

科

2単位

リサ, ヴォート

授業の概要・到達目標
For a study-abroad experience to fully achieve its educational
goals and maximize student learning, it is essential for students to
have intercultural communication education before leaving Japan.
Studying abroad is a way to develop intercultural sensitivity and
global competence, but only“spending time”in a foreign country
without focused and appropriate preparation is truly mottainai. The
lack of intercultural pre-departure education compromises students’ability to decode and bridge complex intercultural situations, find innovative solutions, plan effective communication strategies for adjusting to issues, and develop appropriate behaviors
and attitudes. Meaningful relationships in the new culture are
harder to establish. Misunderstandings, misjudgments, conflicts,
confusion, and missed opportunities can be minimized. Human behavior and preferences are based on core cultural values and assumptions. For example, different cultures have acceptable ways
to express anger, cope with embarrassment or sadness, manage
conflicts, show respect, relate to others, behave in a learning situation, etc. Students who have a theoretical framework of such intercultural matters, insight into one’
s ways, and a toolbox of skills
will have a rewarding and enriched international experience. This
course will develop skills and perspectives for students who intend
to live or study abroad to get the most out of their international
experience.
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標の A・
F に対応する科目である。

授業内容

［01］
Introduction to Intercultural Communication and Global Competency
［02］
Student Introductions and Photo Session
［03］
Role, Family, Baggage
［04］
Deep Culture, D-I-E Model
[Video Info]
［05］
D-I-E Model（continued）
［06］
Challenges, Safety, Connectedness
［07］
The Adjustment Cycle
［08］
Arrival, Exhaustion, Homesickness
［09］
Getting Settled, Relationships
［10］
Culture Shock and Presentation Information
［11］
Holidays
［12］
The Return[Video Due]
［13］
Student Presentations
［14］
Final Test and Review

履修上の注意

Students are expected to come to class with a positive attitude
and a willingness to express themselves in English. Enrollment
will be limited.

準備学習（予習・復習等）の内容

［01］
None
［02］
Complete the Student Introduction Sheets
［03］
Review Handout: “Role, Family, Baggage,”especially the last
two pages.
［04］
Deep Culture, D-I-E Model
[Video Info]
［05］
D-I-E Model（continued）
［06］
Review Handout:“Challenges, Safety, Connectedness,” especially the last two pages.
［07］
Review Handout:“The Adjustment Cycle,” especially the last
two pages.
［08］
Review Handout:“Arrival, Exhaustion, Homesickness,” especially the last two pages.
［09］
Review Handout:“Getting Settled, Relationships,” especially
the last two pages.
［10］
Review Handout:“Culture Shock and Presentation Information,” especially the last two pages.
［11］
Holidays,” especially the last two pages.
［12］
Review Handout:“The Return[Video Due], especially the last
two pages.
［13］
Student Presentations（Oral）
［14］
Final Test and Review（Written）

教科書

No class textbook. Materials will be distributed via a website.

名

Global Competence B
（1）
・
（2）

単位数

担当者

2単位

リサ, ヴォート

授業の概要・到達目標
Culture can be compared to how fish relate to water: As long as
we stay within our own culture, we don’t notice things; everything is normal just as it should be. Only when we have fish-out-ofwater experiences do we realize that there are other worlds. Unfamiliar environments, values, and behaviors can be stressful, and
they can lead people to make skewed judgments or react in a negative, inefficient way to the“strange”culture. With intercultural
communication education, however, people will discover valuable
gifts hidden in the unfamiliar. At the same time, with renewed
eyes appreciate the gifts in their own culture.
*Class content may change depending on the student make-up. Details to be given in the first weeks of class.
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標の A・F
に対応する科目である。
授業内容

［01］Introduction to Intercultural Communication and Global Competency
［02］Student Introductions and Photo Session
［03］Verbal and Non-verbal Communication
［04］Power Structure
［05］Task vs. Relationships
［06］Time Frame
［07］Process vs. Results
［08］Formality
［09］Independent Action
［10］Propensity for Risk / Value of Time
［11］Decision-Making / Change
［12］Roles and Expressiveness / Conflict Resolution
［13］Final Presentations（Oral）
［14］Review（Written）
履修上の注意
Students are expected to come to class with a positive attitude
and a willingness to express themselves in English. Enrollment
will be limited.
準備学習（予習・復習等）の内容

［01］None
［02］Complete Student Introduction Sheet
［03］Review Handout:“Verbal and Non-verbal Communication”
［04］Review Handout:“Power Structure”
［05］Review Handout:“Task vs. Relationships”
［06］Review Handout:“Time Frame”
［07］Review Handout:“Process vs. Results”
［08］Review Handout:“Formality”
［09］Review Handout:“Independent Action”
［10］Review Handout:“Propensity for Risk / Value of Time”
［11］Review Handout:“Decision-Making / Change”
［12］Review Handout:“Roles and Expressiveness / Conflict Resolution”
［13］Prepare for Final Presentations（Oral）
［14］Prepare for Review（Written）
教科書
No textbook. Materials will be distributed in class.
参考書
None required.
成績評価の方法

参考書

Your final grade for this class will be calculated as follows:
1. Weekly In-class Tasks（attendance required）
: 30%
2. Semester Review: 20%
3. Final Presentation: 40%

None required.

成績評価の方法

Your final grade for this class will be calculated as follows:
1. Weekly Tasks（attendance required）
: 30%
2. Video Project: 30%
3. Final Presentation: 40%

その他

目

その他

Office Hours: You are welcome to drop by anytime. My official
office hours are 12:30-14:30 on Tuesday, Wednesday, and Thursday,
by appointment. If you’
re an early bird, I am usually in my office
between 7:00 a.m. and 8:30 a.m., too. I am in Building 3, Room
315

Office Hours: You are welcome to drop by anytime. My official
office hours are 12:30-14:30 on Tuesday, Wednesday, and Thursday,
by appointment. If you’
re an early bird, I am usually in my office
between 7:00 a.m. and 8:30 a.m., too. I am in Building 3, Room
315.
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科目ナンバー：(AG)IND112E
科

目

名

Global Competence C
（1）
・
（2）

単位数

担当者

2単位

リサ, ヴォート

授業の概要・到達目標
In Japanese, there is a saying: todai moto kurashi. In English, it
means that people don’t notice things right under their noses.
One’s culture is not something that many people think too much
about until they encounter someone from a foreign culture. When
asked by someone from another culture why they behave in a certain way or why things are the way they are in Japan, many
young Japanese are often at a loss about how to explain. This
course will change that. By putting cultural concepts that are often hard to see in the spotlight and analyzing values, attitudes, behavior patterns, and communication styles, students will be able to
explain their culture to non-Japanese in a way that non-Japanese
can relate to understand. Global citizenry starts with an awareness and understanding of one’
s cultural background.
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標の A・F
に対応する科目である。
授業内容
［01］Introduction to Intercultural Communication and Global Competence
［02］Student Introductions and Photo Session
［03］Social Obligations
［04］Patience and Determination
［05］Communication / Dependence
［06］Virtue of Modesty
［07］Sense of Beauty
［08］Ambiguity / Silence
［09］Spirit / Seasons
［10］Human Relations
［11］Creating the futures
［12］Human relations
［13］Final Presentation（oral）
［14］Review（written）
履修上の注意
Students are expected to come to class with a positive attitude
and a willingness to express themselves in English. Enrollment
will be limited.
準備学習（予習・復習等）の内容
［01］None
［02］Complete Student Introduction Sheet
［03］Review Handout:“Social Obligations,”especially the last two
pages.
［04］Review Handout:“Patience and Determination,”especially the
last two pages.
［05］Review Handout:“Communication / Dependence,”especially
the last four pages.
［06］Review Handout:“Virtue of Modesty,”especially the last two
pages.
［07］Review Handout:“Sense of Beauty,”especially the last two
pages.
［08］Review Handout:“Ambiguity / Silence,”especially the last
four pages.
［09］Review Handout:“Spirit / Seasons,”especially the last two
pages.
［10］Review Handout:“Human Relations,”especially the last two
pages.
［11］Review Handout:“Creating the futures,”especially the last
two pages.
［12］Review Handout:“Human relations,”especially the last two
pages.
［13］Prepare for Final Presentation（oral）
［14］Prepare for Review（written）
教科書
No textbook. Materials will be distributed in class.
参考書
None required.
成績評価の方法
Your final grade for this class will be calculated as follows:
1. Weekly In-class Tasks（attendance required）:30%
2. Semester Review: 20%
3. Final Presentation: 40%
その他
Office Hours: You are welcome to drop by anytime. My official
office hours are 12:30-14:30 on Tuesday, Wednesday, and Thursday,
by appointment. If you’re an early bird, I am usually in my office
between 7:00 a.m. and 8:30 a.m., too. I am in Building 3, Room
315.
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総合科目教養科目群＜第二分野＞
2017～2021年度入学者

総合科目共通科目群＜第二分野＞

第二分野

2022年度以降入学者

科目ナンバー：(AG)ECN111J
科

目

経済学

名

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)SOC111J
担当者
深澤

科

目

社会学

竜人

授業の概要・到達目標
本科目では農学部の受講生という点を鑑みて、経済学と関連させ
た農業・食料・資源・環境等々の側面に関する研究と、その概略に
関して照射していき、近年国際社会で見直されている経済理論に至
るまでの過程の理解を到達目標とします。また深澤が実践している
小規模農業も提示し、そこからの研究成果や、また持論としての「非
農家による農業参画」「家庭内供給的な小規模農業展開論」を開陳
していきます。
（なお食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標の A お
よび B に対応する科目です。）
授業内容
第１回：経済学から見た日本の農業 国際競争力強化 v.s 保護政策
第２回：市場・価格メカニズム 自由主義経済学の基本原理①
第３回：比較生産費説 自由主義経済学の基本原理②
第４回：自由主義経済学の問題点① 日本の米農家の現状
第５回：利潤の発生や経済成長の根本を経済学的に考える
第６回：生産活動の重要性 農業労働を例に 労働価値説①
第７回：再生産という考え・視点 労働価値説②
第８回：貨幣の循環 地域経済の再生という課題
第９回：エネルギー問題 マルサス理論
第10回：慣行農業と有機農業 環境問題 農薬によるビオトープの
減少
第11回：家庭内供給的小規模農業展開論① 経済的側面
第12回：家庭内供給的小規模農業展開論② プロシューマー理論
第13回：国連「家族農業の10年」 自由主義経済学の問題点②
第14回：全体のまとめ 家庭内供給的小規模農業展開論③ Q ＆ A
＊理解度や進行具合、日程の都合上など状況に応じて、上記項目は
変化する場合があります。

名

単位数
2単位

担当者
福重

清

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》《授業の概要》
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。私たちが日々当たり前のものとして経験
している現象―それは例えば、「家族」であったり、「恋愛」であっ
たり、「格差社会」であったり、あるいは「限界集落」などといった”
社会問題”であったりするが―は、なぜそのようなものとして私た
ちの前に立ち現れるのであろうか。社会学は、そんな「当たり前」
として日々経験される社会現象に、改めて論理的な（因果関係につ
いての）説明を与えるものである。
この授業では、こうした説明のし方、考え方、理論枠組を学習す
る。社会学的なものの見方、考え方、社会理論を身につけることを
通じて、日頃は自明で不変だと思っている現象が、実は様々な社会
的なメカニズムの中でできあがったものであることがわかり、それ
によってより良い社会のあり方を構想することができるようになる
だろう。社会の成り立ちを論理的・科学的・客観的に説明できるよ
うになることが、この講義の最大の目標である。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＢ・
Ｄに対応する科目である。
授業内容
第１回 社会とは何か、社会学とはどういう学問か
第２回 社会を分析・把握する社会学の基本的な考え方
第３回 社会を知る技法としての社会調査（１）―社会調査の種類
と考え方
第４回 社会を知る技法としての社会調査（２）―社会調査の手順
とその活用法
第５回 ジェンダー（１）―ジェンダーに関する基本的な考え方
第６回 ジェンダー（２）―現代社会におけるジェンダー問題
第７回 家族（１）―家族とは何か
第８回 家族（２）―現代社会と家族の変容
第９回 都市と農村、地域社会（１）―都市および農村とは
第10回 都市と農村、地域社会（2）―今日の地域が抱える問題
第11回 社会階層と格差（１）―現代日本の階級・階層構造
第12回 社会階層と格差（２）―「一億層中流」から格差社会へ
第13回 近代社会とその行方（１）―近代社会とは
第14回 近代社会とその行方（２）―近代社会の行方

履修上の注意
講義は教科書と合わせた板書で行っていきます。板書内容をノー
トに取っておいてください。そうしないとレポートの作成に支障を
きたし、試験に望めなくなります。
対面授業の場合、講義が一方通行にならないように、また理解度
を確認するため、皆さんにかなり質問し、マイクを持って答えても
らうことになると思います。この点を了解しておいてください。

履修上の注意
毎回，授業の際にプリントを配布する。

準備学習（予習・復習等）の内容
講義でその都度示していきますが、特に自主的に講義内容を復習
しておくとよいです。

教科書
特定の教科書は使用しない。各回のテーマに関連する重要な文献
や資料については、その授業内および配布プリント内で紹介する。

教科書
深澤竜人『市民がつくる半自給農の世界―農的参加で循環・共生
型の社会を―』農林統計協会。
参考書
同上。

参考書
『社会学講義』橋爪大三郎・大澤真幸ほか著（ちくま新書）
『社会学入門』森岡清志編（日本放送出版協会）
『社会学になにができるか』奥村隆編（八千代出版）
その他，授業の中で随時参考文献を紹介をする。

成績評価の方法
実際の受講人数等々を見た後に決めていきますが、今時点では出
席・平常点、授業でのレポート、および期末レポートとしておきま
す。

成績評価の方法
レポート70%、平常点（授業参加・貢献度、課題の提出）30%
レポートでは、現代社会に関する問いを社会学的に分析・考察し
て自ら解答を導き、その説明を論理的・説得的に他人に伝える能力
が身についているかどうかを評価する。

その他
特になし。

その他
オフィスアワー：出講日16:50まで（中央校舎講師控室）

準備学習（予習・復習等）の内容
授業時に配布したプリントの内容をよく読み、内容を把握した上
で次の授業に臨むこと。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。
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科目ナンバー：(AG)ANT121J
科

目

名

民俗学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)LAW111J
担当者
安倍

科

目

名

法学
（1）
・
（2）

宰

授業の概要・到達目標
民俗学は生活そのものの成り立ちを研究する学問といえます。こ
の中でも，本講義では，「都市」「暴力」「現代社会」に焦点を当てて，
ともすれば抱かれがちな「民俗学とは古臭い（廃れた）風習を研究
する学問」という固定概念を相対化していきたい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡ・
Ｄに対応する科目である。
授業内容
第１回：民俗学とはどのような学問か
第２回：民俗とはどのような現象か
第３回：都市と民俗学
第４回：京都五山送り火
第５回：京都五山送り火  （2）
第６回：京都五山送り火  （3）
第７回：江戸・東京の盛り場の重層性
第８回：新宿の成立
第９回：「新宿文化」の発生 （1）
第10回：
〃
（2）
第11回：
〃
（3）
第12回：トランスジェンダーの民俗 （1）
第13回：
〃
（2）
第14回：
〃
（3）
※授業内容は必要に応じて変更することがあります。

単位数
2単位

担当者
田村

翔

授業の概要・到達目標
本講義では，そもそも法とは何であるのか，法と道徳とはどのよ
うな関係にあるのか，法の種類・体系，法を解釈するとはどういう
ことか，などの基本的な事項について確認したうえで，私たちの社
会生活における様々な具体的場面を素材として，そこに実際にかか
わりうる法律にはどのようなものがあるのか，そのそれぞれの法律
の目的や具体的な内容を学習していきます。
また，本講義では，全14回の授業を通じ，私たちの社会生活と大
きなかかわりを有する様々な法（法律）を概観し，その目的や具体
的な内容を理解していくことで，法（法律）の役割の重要性を一層
強く意識し，法的思考力（リーガル・マインド）
，すなわち，様々
な利益を有する様々な人々が共同生活を送る現代社会において時と
してそれらの利益が対立し（法的）紛争が起きた際に，そこではそ
もそもどのような利益がどのように対立し問題となっているのか，
複雑に絡み合う事情を整理したうえで真の問題点を見出し，そこで
見出された問題点を説得力のある形で他者にも説明することで紛争
解決のための交渉を可能にする力，法的コミュニケーション能力を
獲得することを到達目標とします。

授業内容

第１回：法とは何か
第２回：法の発展
第３回：法と裁判，裁判の基準となるもの
第４回：法の解釈
第５回：法の分類
第６回：国家と法（1）ー日本国憲法の基本原理
第7回：国家と法（2）ー基本的人権の尊重
第8回：犯罪と法（1）―刑法の機能と刑罰の目的
第9回：犯罪と法（2）―犯罪の成立要件と刑法の基本原理
第10回：財産関係と法（1）―民法・財産法の内容と基本原則
第11回：財産関係と法（2）―物権と債権，契約の意義
第12回：家 族生活と法（1）―民法・家族法の基本原則，婚姻と離
婚
第13回：家族関係と法（2）―親子と相続
第14回ａ：国際社会と法―国際法
ｂ：試験

履修上の注意

本講義の授業は，基本的に指定の教科書や適宜配布する授業プリ
ント，板書などを用い講義形式で行いますが，随時こちらから授業
内容と関連した質問を投げかけ，学生からの発言を求めたり，リア
クションペーパーを配布し，その提出をしてもらうことがあります。
また，各回の授業内容は原則として上記の計画に沿って実施しま
すが，その進行具合などによっては一部計画が変更されることもあ
ります。
授業に参加する際は，授業内容と関係のない私語の禁止など，一
般的な授業マナーを守ってください。
なお，本講義を履修する際は，前提として「日本国憲法」の単位
を取得していること，あるいは，
「日本国憲法」と同時履修するこ
とが望まれます。

準備学習（予習・復習等）の内容
履修上の注意
本講座で触れられるテーマは，皆さんの生活にどこかでかかわり
を持つものだと思います。「では自分（達）は」と考える形で受講
してください。
準備学習（予習・復習等）の内容
すべての回にノート整理（復習）
教科書
特に指定なし。
参考書
参考書は適宜指示するが，主だったものは以下の通り。一冊でも
多く読破していただきたい（できれば全部）。
「都市のドラマトゥルギー」吉井俊哉，弘文堂

各回の授業に参加するにあたっては，あらかじめシラバス（上記
授業内容計画）で実施する授業内容を確認したうえで，教科書でそ
の内容が記載された箇所に目を通してください（予習）
。
また，各回の授業後には，授業内での板書や指定の参考書，配布
プリントがあった場合にはそれも利活用し，再度教科書を読み込む
などしてその回に実施した授業内容を自分なりに理解できるように
してください（復習）
。
もっとも，法律学概論の講義においては，回によっては非常に抽
象度の高い授業内容が実施されることもあり，事前の予習段階で完
全に授業内容を理解・把握することは難しいものとも思われます。
そのため，予習段階ではその回の授業内容の大枠をつかみ，準備学
習としては，とくに復習に力を入れるよう心がけてください（決し
て，予習が重要ではない，という意味ではありません）
。
なお，授業内容についてわからなかった点・不明な点などは，授
業中ないし授業終了後に，あるいは，適宜配布するリアクションペー
パーにおいて質問を受け付けますので，必ず，疑問を疑問のままに
終わらせないようにしてください。

教科書

『現代実定法入門
〈第2版〉
』原田大樹（弘文堂，2020年）

参考書

成績評価の方法
原則として期末試験で評価します。出席点は予定しませんが，状
況次第では大きな意味を持つこともあるかもしれません。

『現代法学入門〔第4版〕
』伊藤正己・加藤一郎編（有斐閣双書，
2005年）
『エッセンシャル法学
［第6版］
』大谷實編（成文堂，2014年）
『法学入門』早川吉尚（有斐閣，2016年）
『高校生からの法学入門』中央大学法学部編（中央大学出版部，
2016年）

その他

成績評価の方法

試験80%，授業への貢献度20% で評価します。

その他
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科目ナンバー：(CC)LAW111J
科

目

名

日本国憲法

単位数
2単位

担当者
三枝

昌幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
この授業では，最初に憲法とはどのような法であるかを解説し，
次に憲法の定める統治の仕組みについて解説する。これらの知識を
前提として，憲法が保障する基本的人権の意義や内容，限界につい
て学習していく。授業では裁判所の判決も積極的に取り上げ，具体
的な憲法問題を人権の観点から分析していく。
《授業の到達目標》
日本国憲法の基礎知識を身に付けること，また，それらの知識を
活用して身の回りで生じる憲法問題について主体的に考える力を身
につけることを目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＢ・
Ｇに対応する科目である。
授業内容
第１回：憲法とは何か
第２回：国会
第３回：内閣
第４回：裁判所
第５回：人権総論
第６回：信教の自由
第７回：表現の自由
第８回：職業選択の自由
第９回：刑事手続上の権利
第10回：社会権
第11回：参政権
第12回：法の下の平等
第13回：新しい人権
第14回 a：まとめ
b：試験

履修上の注意
法学の授業も履修することが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業範囲について事前に教科書の該当箇所を読み，疑問点
などを整理しておくこと。授業後は教科書やレジュメを見返し，分
からない部分があれば次の授業で質問すること。
教科書
『一歩先への憲法入門〔第2版〕』片桐直人 = 井上武史 = 大林啓吾
（有斐閣）
参考書
使用しない。
成績評価の方法
試験（90％），授業への貢献度（10％）
その他
オフィスアワー：最初の講義で指示する。
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総合科目教養科目群＜第三分野＞
2017～2021年度入学者

総合科目共通科目群＜第三分野＞

第三分野

2022年度以降入学者

科目ナンバー：(AG)CBI111J
科

目

名

生物学基礎

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)BPH191J
担当者
吉田

科

第14回：

名

物理学基礎

学

授業の概要・到達目標
< 概要 >
農学は，生物学を基礎として成立している分野です。本授業では，
生物学の基礎である，生命現象と物質，生物の環境応答，遺伝子情
報の発現と発生，生態と環境，生物の進化，についての基礎知識を
解説します。高校で「生物」を履修していない，もしくは十分に履
修してこなかった学生を対象としています。
< 到達目標 >
高校で「生物」を履修していない学生が，今後農学を学ぶ上で必
要不可欠な最低限の生物学的な知識を習得することを目指します。
食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣに対応す
る科目です。
授業内容
第1回：
第2回：
第3回：
第4回：
第5回：
第6回：
第7回：
第8回：
第9回：
第10回：
第11回：
第12回：
第13回：

目

生物の共通性と多様性
生物の系統と分類
細胞の構造と働き
代謝とエネルギー
遺伝情報の発現
生殖と発生1（生殖と遺伝）
生殖と発生2（動物と植物の発生）
植物の環境応答
動物の環境応答1（恒常性の維持）
動物の環境応答2（刺激の受容と反応）
生物群集と生態系
生物の進化
現代社会と生命科学（バイオテクノロジー，ライフサイ
エンス）
a まとめ

履修上の注意
高校で生物を履修していない学生を対象とした授業ですので，高
校で十分に生物学を履修した学生には不向きです。

単位数
2単位

担当者
小山

岳人

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
農学を含む多くの分野で、現象の数理的理解の基礎として、物理
学が使われます．そこでは，物理的概念や物理法則に基づいた考え
方が必要とされます．これを踏まえてこの授業では，物理学の基本
分野である力学・熱力学・電磁気学について、そこに現れる基礎的
な概念を、微分積分を用いずに、説明していきます．
《到達目標》
物理学の知識を必要とする科目を履修する上での最低限の知識の
修得を目指します．基本的な法則や公式から多くの現象を説明でき
ることを示し，物理学は多くの現象に共通する法則を抽出して体系
化された学問であることの理解や，物理学で用いられる筋道だった
考え方の理解を図ります．農学科食糧生産・環境コースにおいては，
学習教育目標の C に対応する科目です．
授業内容
第１回：《イントロダクション》
《力学1》運動の表現
第２回：《力学2》力と運動の法則 / 万有引力と重力
第３回：《力学3》仕事とエネルギー/ エネルギー保存則
第４回：《力学4》力積と運動量 / 回転運動と角運動量
第５回：《力学5》剛体の基礎 / 振動
第６回：《波動学》波動 / 音と光
第７回：《熱力学1》圧力と仕事・内部エネルギー/ 温度と熱
第８回：《熱力学2》気体の性質とその法則
第９回：《熱力学3》熱力学の第１法則 / 第２法則
第10回：《電磁気学1》静電場 / 電位
第11回：《電磁気学2》電流 / 電気回路
第12回：《電磁気学3》電流と磁場
第13回：《電磁気学4》電磁誘導
第14回：《総合復習》

履修上の注意
高校程度の数学の知識があれば大丈夫です．

準備学習（予習・復習等）の内容
予習は求めませんが、講義を受けたあとは、資料プリントを振り
返ったり、疑問に思ったことがあれば質問したりして、内容理解に
努めてください。

準備学習（予習・復習等）の内容
講義では物理のいろいろな概念・法則が出てきます。その理解を
深めるため、講義の前に、配布される講義用スライドを資料に目を
通しておくとともに、教科書の対応箇所を読んでおいて下さい．そ
して講義後に内容の確認・補強のため、講義資料・教科書を参照し
てもらいながらレポートに取り組んでもらいます．

教科書
特に定めません。

教科書
『物理学へのガイド』田辺行人・塚田昌甫（裳華房）

参考書
「キャンベル生物学」（丸善）
「理系総合のための生命科学 第5版」（羊土社）
高校教科書「生物」「生物基礎」

参考書
『はじめて学ぶ物理学』阿部龍蔵（サイエンス社）
『エネルギーの物理学』砂川重信（河出書房新社）
『第5版 基礎物理学』原 康夫（学術図書出版社）

成績評価の方法
定期試験、及び講義での小テストの合計で評価します。評価点の
割合については、初回講義時に示します。

成績評価の方法
定期試験60％，毎回講義後のレポート・授業貢献40％
総合点の60％以上を単位修得の条件とする．

その他
オフィスアワー・連絡先：初回講義時に示します。

その他
オフィスアワー： 授業時間の前後に講師控室にいます．
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科目ナンバー：(AG)BCH191J
科

目

化学基礎

名

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)MAT151J
担当者
毛利

科

目

名

数学基礎

邦彦

授業の概要・到達目標
農学部における学問や研究の対象は，主に生命体や生命関連物質
である。生命現象およびその原理の解明を目的とする生命科学，さ
らにそれらの応用としての農学を学んでいくために，物質の性質と
変化を取り扱う学問である化学の知識や手法を修得することを目的
とする。本科目では，物質を構成する元素，原子の性質，原子や分
子の電子配置，化学結合，物質の状態とその変化などについて講義
する。
・原子の構造や電子配置を説明することができる。
・原子について一般的な性質を周期表と関連づけて説明すること
ができる。
・主要族元素の反応性について予測することができる。
・化学結合の成り立ちについて例を挙げて説明することができる，
などを到達目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣに
対応する科目である。
授業内容
第１回：イントロダクション，SI 単位，数値の取り扱い，次元解析
第２回：物質の構成粒子と分類
第３回：物質量と化学反応式
第４回：原子モデル，原子の電子配置
第５回：原子の性質と周期律
第６回：さまざまな化学結合
第７回：共有結合と分子 （１）：電子対反発理論と分子の形
第８回：共有結合と分子 （２）：混成軌道と分子の形
第９回：結合の極性，双極子モーメント
第10回：分子間に働く力とその影響
第11回：化学平衡
第12回：酸と塩基
第13回：酸塩基反応と水素イオン濃度
第14回：酸化還元反応

単位数
2単位

担当者
小林

徹平

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
高等学校で学習した数学（数学 I，II，Ａ，Ｂ）を復習しつつ，
高等学校の数学 III で学習する微積分学の理解と，将来において
様々な分野へ応用できるような数学的なものの考え方や計算法の習
得を目標とする。農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・
教育目標のＣに対応する科目である。
《授業の概要》
一変数関数の微積分について関数の定義から始めて，高等学校の
数学 II 程度の数学を復習しつつ，解析学の基礎概念の定着をはか
る。厳密な論証よりは概念の理解と計算技術の習得を重視し，具体
例を多く挙げて講義を進める予定である。
授業内容
第１回：関数の定義と三角関数
第２回：三角関数の演習
第３回：指数関数と対数関数
第４回：指数関数と対数関数の演習
第５回：関数の極限と連続
第６回：極限と連続の演習
第７回：中間テスト
第８回：関数の微分と様々な微分の公式
第９回：微分とその演習
第10回：合成関数の微分
第11回：合成関数の微分の演習
第12回：逆三角関数とその演習
第13回：ロピタルの定理とその演習
第14回：総復習

履修上の注意
本講義は高校で化学を履修しなかった，あるいは履修したけれど
理解できたとは言いがたいと感じている学生を対象とするので，高
校の化学を十分に習得してきた学生には不向きである。講義内容に
即した計算問題を行なうので電卓を持参のこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
教科書，ノートを中心に授業内容を振り返り，理解できない箇所
については自分で調べてみる。それでもわからないところは質問す
ること。また，次回の範囲について教科書に目を通しておくこと。
教科書
『＜基礎固め＞化学
参考書
『化学

第２版』 小島一光

基本の考え方を学ぶ（上）』村田滋

著（化学同人）
訳（東京化学同人）

成績評価の方法
毎講義10分程度の時間を使い，その日の講義内容に関する演習問
題を解き提出してもらう。この提出は今年度も新型コロナ感染防止
対策の観点から , Oh-o! Meiji のクラスウェブのレポート欄を利用す
る。
定期試験 70％，演習課題 30％で評価する。ただし正当な理由
なく欠席が 1/3 を超えた場合は , 定期試験の受験を認めない。
その他
専門教科の基礎となる科目です。応用力を養うために，“暗記に
頼る”のではなく，“理解する”ことを心掛け学習してほしい。質
問はいつでも歓迎です！
オフィスアワー：木曜日 16:00まで（２号館講師控室）
連絡先：最初の講義で示す

履修上の注意
高等学校の数学 I・II の履修を仮定する。
半期科目のため，講義内で演習に当てる時間が少ないので，各自，
教科書等の問題を解いておくようにすること。
準備学習（予習・復習等）の内容
数学は復習が大切なので，教科書の練習問題などを多く解くこと。
教科書
『真基礎コース微分積分』坂田定久、中村拓司、萬代武史、山原
英男（学術図書出版）
参考書
成績評価の方法
中間試験20%，期末試験70％，レポート10％で評価する。合計が
満点の60％以上を単位修得の条件とする。
その他
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2022年度以降入学者

総合科目共通専門科目群
・

フィールドサイエンス科目群

フィールドサイエンス科目群

総合科目共通専門科目群

2017～2021年度入学者

科目ナンバー：(AG)AGR121J
科

目

名

生物生産学初歩概説

科目ナンバー：(AG)AGC191J

単位数

担当者

2単位

農学科教員

科

目

名

農芸化学初歩概説

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
明治大学農学部の掲げる「食料・生命・環境」を広く研究してい
る農学科の研究内容をオムニバス形式で紹介する。世界人口の増加
などにより食料生産の増大の必要性が叫ばれているが，それと同時
に資源・エネルギー消費型農業を見直し，食料生産と自然環境との
調和も図らなければならない。生物生産学の基本的な考え方を理解
できるように，生物生産を量的・質的に高める研究・技術，環境保
全に関する研究・技術および農学の役割等を解説する。
《授業の概要》
基本的なところからわかりやすく，生物生産に関する研究項目を
科学的に考察する。
授業内容
第１回：農学科の紹介および動物の話 Ⅰ （溝口）
第２回：動物の話 Ⅱ （川口）
第３回：種子の採り方 （丸橋）
第４回：植物工場の話 （池田）
第５回：作物の病気の話
（大里）
第６回：農作物の害虫と如何に付き合うか？ （糸山）
第７回：果樹の話 （岩﨑）
第８回：花の話
（半田）
第９回：野菜の話 （元木）
第10回：里山の物質生産と多様性 （倉本）
第11回：都市化と農村景観の変化 （菅野）
第12回：水と農業 （小島）
第13回：土と農業 （登尾）
第14回：農業・環境を担う人の話 （服部）

単位数

担当者

2単位

農芸化学科
教員

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
「農芸化学」とは，農業生産や人類の持続性のための環境，動物・
植物・微生物の生命現象，生物が生産する種々の物質とその機能，
食品と健康などを主として化学的考え方に基づいて基礎から応用ま
でを広く研究する学問領域です。特に，本農芸化学科では，化学的
手法やバイオテクノロジーにより人間生活に密着した諸課題を研究
しています。生物の生存環境，食品の機能と安全性，さらに生物機
能の解析について紹介しますので，ヒトの生活環境の維持，食品の
安全などについて自分なりの考えを持つ機会とされたい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣに
対応する科目である。
《授業の概要》
農芸化学科の教員から，個々の研究分野に関連する話題を，研究
手法や考え方を含めて紹介します。さらに研究の展開や将来展望に
ついて講述します。
授業内容
第１回：オリエンテーション
第２－３回：生物科学分野
第４－５回：環境科学分野
第６－７回：微生物科学分野
第８－９回：食品科学分野
第10－11回：栄養科学分野
第12－13回：生物有機分野
第14回：総括，課題レポートの作成
日程は進行状況により変更することがあります。
具体的なスケジュールは、オリエンテーション時に提示します。

履修上の注意
授業では，幅広い農芸科学分野を紹介します。関連する解説書を
授業で紹介します。図書館等を利用して自習し，理解を深めてくだ
さい。講義の最後に小レポート（A5版用紙）の提出を求めます。
オムニバス形式の授業ですので，特段の理由がない限り，遅刻は
出席として認めない。

履修上の注意
講義の内容と順番は変更になることがある。
準備学習（予習・復習等）の内容
第１回で農学科の紹介をするので，各回の授業内容に関連する事
項について事前に学習すること。
教科書
特に指定しない。

準備学習（予習・復習等）の内容
日本農芸化学会のホームページ（http://www.jsbba.or.jp/]）から、
「農芸化学とは？」および農芸化学の関連する学問分野，関連企業
一覧などを閲覧すると，本講義の理解の助けとなる。
教科書
特に指定しない。講義はプリントを配布して行う。

参考書
特に指定はしない。

参考書
「農芸化学に学ぶ」日本農芸化学会のＨＰ
https://www.jsbba.or.jp/manabu/
各講義において関連図書を紹介します。

成績評価の方法
成績は，毎回の講義中に行う小テストまたは課題により評価する。
5回以上欠席した者は評価の対象としない。

成績評価の方法
授業の出席と各授業で作成する小レポート，さらに最終の課題レ
ポートにより評価を行います。
レポートの作成等の指導はオリエンテーションで行います。

その他

その他
講義内容に関する質問等は担当教員に直接問い合わせてください。
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科目ナンバー：(AG)AGR121J
科

目

名

生命科学初歩概説

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)ECN121J
担当者
佐藤

科

目

名

農業経済初歩概説

伴

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
生命現象の全体像を法則でとらえようとする学問である生命科学
は、人類の病気の予防・治療や生命現象が関わる多くの分野に貢献
してきた。最近の生命科学分野の著しい発展は、多くの研究者によっ
て集積された研究結果の積み重ねであることを理解し、本分野の発
展において重要な変換点となる研究について焦点をあてて講義を行
う。講義内では、特定な教科書は用いず、基礎的な内容と最新のト
ピックについて資料及び映像を用いて解説する。
《授業の達成目標及びテーマ》
生命現象の全体像を法則でとらえようとする学問である生命科学
は、人類の病気の予防・治療や生命現象が関わる多くの分野に貢献
してきた。本講義では、様々な学問の基盤となっている生命科学分
野の基礎知識と応用を理解することを到達目標とする。また、生命
科学の発展において変換点となった基礎研究をテーマとし学ぶこと
で、本研究分野における基礎的な考え方を習得することを目指す。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＢ・Ｃ
に対応する科目である。
授業内容
第１回：生命科学の流れ
第２回：遺伝子とタンパク質
第３回：遺伝子導入・ゲノム編集
第４回：表現型解析
第５回：細胞の種類、構造と機能
第６回：バイオイメージング
第７回：細胞内恒常性（プロテアソームとオートファジー）
第８回：細胞の初期化・iPS 細胞の再生医療への応用
第９回：生殖細胞と生殖補助医療
第10回：細胞周期と癌
第11回：免疫システムと抗体医薬
第12回：糖鎖生物学
第13回：動物実験
第14回：まとめ

履修上の注意
講義は、主にパワーポイントを使用します、その際の資料は事前
に Oh-o! Meiji にて配布します。講義開始までに各自ダウンロード
してください。
準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業で使用する資料を事前にダウンロードし、関連する分
野について調べておくこと。
講義内で生じた疑問について、自身で調べるなどして復習するこ
と。
教科書
特に指定しません。

2単位

担当者
古田

恒平

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
この科目は，食料環境政策学科以外の学科に在籍する学生が，「食
料環境政策学科ではどんなことを学んでいるのだろうか？」という
ことを理解するために設置された科目です。本講義では，主として
農業・食料に焦点を当てます。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＢ・
Ｅに対応する科目である。
《授業の概要》
講義では世界の食料，日本の農業，毎日の食生活に関わるトピッ
クについて，経済学をベースにできるだけ平易に解説します。食と
農に関する社会科学的な理解を深めることを目指します。
授業内容
第1回：授業イントロダクション
第2回：日本の農業と食料
第3回：経済発展と農業
第4回：食料の需要と供給
第5回：農業生産と土地
第6回：農業の経営組織
第7回：中間まとめ
第8回：農産物貿易と農業保護政策
第9回：世界の人口と食料
第10回：「食文化」の形成
第11回：食生活の「成熟」とフードシステム
第12回：農業の「近代化」
第13回：資源・環境と農業
第14回：まとめ

履修上の注意
食料環境政策学科の学生は，学科に設置された各専攻科目を履修
して下さい。
準備学習（予習・復習等）の内容
経済学をベースとしますが，特別な準備は必要ありません。
教科書
特に定めません。
参考書
『農業経済学

参考書
特に指定しません。

単位数

第５版』荏開津典生・鈴木宣弘

岩波書店

成績評価の方法
定期試験（100%）にて評価を行います。

成績評価の方法
学期末試験によって評価します。変更がある場合には，初回講義
時に指示します。

その他
E-mail にて随時受け付ける。メールアドレスは、初回の講義で示
す。

その他
質問等の問い合わせ先は，初回の講義で指示します。

― 35 ―

科目ナンバー：(AG)PHL121J
科

目

名

生命倫理学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR391E
担当者
川上

科

目

名

英語農学Ⅰ
（農）

直人

授業の概要・到達目標
ゲノム解析の進展、遺伝子組み換え・クローン技術などの進歩は、生命科学・バイオテ
クノロジー研究にかつてない発展の可能性をもたらした。これらの研究は環境問題や食糧
問題、難病治療などの解決に貢献することが期待される一方、生命を対象とする研究の急
速な進展に危惧をもつ一般社会とのギャップも目立つようになってきている。
本講義はこうした状況の中で、将来生命・食料・環境分野で専門家として仕事に携わる
可能性のある学生のみならず、専門分野の異なる学生を含めてこれらの研究分野の現状を
知るとともに、こうした研究やその応用に当たってどのような倫理観をもつべきか、一般
社会との相互理解・コミュニケーションはどうあるべきか、現場ではどのような問題が生
じているのか、などを学び考える機会を提供することを目的とする。本講義では、確立さ
れた考え方を学ぶというよりも、こうした問題提起を受けて個々の学生が自ら考える姿勢
をもつようになることを目指す。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標の B に対応する科目である。
授業内容
第1回：講座の概要，成績評価方法等の説明（農学部：川上直人）
本講義のコーディネーターは分子生物学とバイオテクノロジーの発展を間近に見なが
ら、その成果や技術を活用した植物生命科学の基礎研究を行ってきた。この中で、自分の
中に研究者としての論理的な理解と、科学の発展にさらされた一人の人間としての受け止
め方や志向性について二面性を感じ、また先端技術や生命科学研究と一般社会の間の
ギャップについて考えさせられてきた。こうした経験も踏まえ、本講義が目指すもの、講
義の内容について説明する。
第2回：科学的合理性と社会的合理性（農学部：長田蔵人）
この講義では、科学的真理の追求において用いられる判断基準と、社会的な意思決定を
行う際の判断基準との違いについて考察し、そのギャップに対する無理解が問題を悪化さ
せてしまったケースについて学ぶ。特に危機管理とリスク管理に関わる考え方について説
明するとともに、予防原則の考え方について説明する。
第3回：動物福祉と生命倫理（未定）
欧州の畜産先進国や米国でも、農業動物の福祉は大きな社会的問題となっている。日本
国内では情緒的な福祉が言われていて、実践的な福祉考慮とはほど遠い。さらに日本は動
物の生産技術でも遅れ、生産コストが高い。日本の生産現場では、福祉を考慮しつつ効率
の良い生産技術が求められている。授業では養豚を例にして動物福祉について、履修学生
が自分で考えられるようにする。
第4回：生殖医療の生命倫理 （1）（リプロライフ代表取締役：桑山正成）
現在日本では新たに結婚した６組に１組が不妊であり、みなさんの想像以上に不妊に悩
んでいるカップルは多い。本講義ではまずこうした実情を紹介しながら、不妊とは何か、
どう対処するのかを知るため、女性はどうすれば妊娠するのか、どうして妊娠ができない
のかを説明する。さらに、最先端の不妊治療の実際を紹介し、不妊治療がどこまで許され
るのかを共に考える。
第5回：生殖医療の生命倫理 （2）（リプロライフ代表取締役：桑山正成）
世界で初めてヒト卵子の凍結保存に成功し、世界中へ卵子バンクを普及させた本講師の
経験から、卵子凍結バンクとは何か、健康な未婚女性の卵子保存とガン患者（ガン治療に
より多くの女性は副作用として卵巣機能が廃絶し不妊になる）の卵子保存についてそれぞ
れの意義や実態、そして倫理を考える。
第6回：「生命の尊厳」をめぐる論争（農学部：長田蔵人）
人間の存在や生命に、「尊厳」
、つまり「侵されてはならない特別な価値」があるとする
ならば、それはどのような根拠に基づいているのか、そしてまた、その扱いについて、ど
のような制限が敷かれることになるのか、という問題について考察する。主に生殖科学に
関わる問題について説明する。
第7回：日本の生命倫理政策の実際と問題点 （1）（橳島次郎）
まず総論として、倫理が問題とされる先端医療の全体を俯瞰し、日本でこれまでどのよ
うな公的対応（立法や行政指針の策定）が行われてきたかを概観する。次いで各論として、
脳死論議の功罪と臓器移植法の三つの欠落、クローン技術規制法と再生医療における研究
管理のあり方について考える。
第8回：日本の生命倫理政策の実際と問題点 （2）（橳島次郎）
前回に続き各論として、消えた「究極の医療」：遺伝子の扱いの今昔、大きな空白地帯：
出生前診断と生殖補助医療、動物実験と動物保護のかねあい：研究倫理としてのあり方、
脳の科学と臨床、の四点について考える。
第9回：生命の研究のよりどころは何か〜研究倫理基礎論（橳島次郎）
STAP 細胞捏造騒動は、研究倫理について大きな問題を提起した。では、生命科学に求
められる研究倫理とは、どのようなものでなければならないだろうか。科学と倫理、法律、
宗教等との関係を考えることを通じて、生命の研究が社会の中にどのように位置付けられ
るべきなのか、議論してみたい。
第10回：消費者から見た生命科学・バイオテクノロジー （1）（日本生活協同組合連合会安
全政策推進室室長 ：鬼武一夫）
2003年、政府は食品安全行政を立て直すために、リスクアナリシス手法（リスクアセス
メント、リスクマネジメント及びリスクコミュニケーションの3要素）を導入した。この
２回の講義では、食品の安全に関する取組み及び消費者の視点をベースとして、1．消費
者の権利、2. 食品の安全とは、3. リスクアナリシス、4. 遺伝子組換え食品と表示の話
題を提供する。第1回目はモダンバイオテクノロジーの歴史を振り返り、食品の安全性と
の観点から理解を深める。
第11回：消費者から見た生命科学・バイオテクノロジー （2）（日本生活協同組合連合会安
全政策推進室室長 ：鬼武一夫）
第２回の講義では、前回の講義に引き続き、消費者の権利と食の安全、リスクアナリシ
スについて、主として遺伝子組換え食品を中心として議論する。特にリスク＆ベネフィッ
トの両面から課題の整理をおこなうこととしたい。最近話題の New Plane Breading
Technology に関する情報も提供したい。
第12回：植物バイオテクノロジーと社会（筑波大学遺伝子実験センター准教授：小野道之）
内外の穀物自給と遺伝子組換え作物の栽培の現状を概説する。遺伝子組換え及び新規の
植物バイオテクノロジーの技法と問題点、将来性について解説する。社会との接点として
のリテラシー教育・サイエンスコミュニケーションの重要性と研究者・技術者の役割につ
いて触れる。
第13回：人間の認知特性と情報理解（立命館大学理工学部教授：和田有史）
人間の情報の理解は、知識や経験、さらに認知的な特性によっても異なる。従って同様
の情報を与えられても、個人ごとにその理解は異なる可能性が高い。本講義では人間の認
識についての心理学的な知見を紹介し、科学コミュニケーション、リスクコミュニケーショ
ンにおける留意点を考察する。
第14回：総括とレポート作成（農学部：川上直人）
これまでの講義をもとに、各自の考え方をまとめたレポートを作成する。
履修上の注意
本講義では多忙な外部の先生方に講義をお願いしていること、講義内容が倫理に関する
内容であることなどから、履修時の態度を厳しくチェックする。授業中に寝ている場合は
原則として出席と認めない。
準備学習（予習・復習等）の内容
生命、生命科学、生命を扱う医療・農業・産業、そして食品について、日頃感じている
ことを大事にする。また、様々な報道メディアや書籍から情報を引き出し、自分はどう考
えるかを意識する。
教科書
特になし

単位数

担当者

2単位

イアン・マク
タガート

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
The objective of this course on Agricultural Science（英語農学
I・ 農 学 科）is to help students to understand and talk about science in English. During the course you will learn specialized vocabulary for different selected topics. You will use this vocabulary
to read, write, and talk about these topics in English. In the class
you will do various individual and group practice exercises to help
you understand the course topics. The classes will be conducted
mainly in English.
科学英語を理解し，使えるようになることを目標とします。科学分
野で用いられる英語の専門用語を学び，その分野の論文を英語で読
み，書き，討論し，発表 できるようになることを目指します。コー
スで扱う様々な内容を理解するため、個人でまたはグループで練習
問題を行います。授業はすべて英語で行います。農学科食糧生産・
環境コースにおいては，学習・教育目標の A，D，F に対応する科
目です。
《授業の概要》
This course will study the relationship between agriculture, food
production, and the environment. In the Spring semester we will
look at plant growth and development, controlled environment agriculture, the use of biotechnology in agriculture, UK agriculture,
and the sustainable use of water in food and agriculture.
このコースは農業と食料生産と環境の関係について学びます。春学
期は植物の成長と発達、管理された環境農業、農業におけるバイオ
テクノロジーの利用、イギリスの農業、また食料と農業における持
続可能な水管理を中心に見ていきます。

授業内容
第1回：ガイダンス・Introduce yourself to other students
第2回：a Plant growth and development – 1. photosynthesis &
respiration
第2回：b Plant growth and development – 2. plant nutrition
第3回：a Plant growth and development – 3. Environmental
factors regulating growth
第3回：b Practice Exercise 1 – group work
第4回：a Controlled environment agriculture（CEA）– What is
CEA?
第4回：b Growing methods in CEA systems
第5回：a Examples of CEA systems（plant factories, vertical
farming etc.）
第5回：b Practice Exercise 2 – group work
第6回： Start Group PowerPoint Report – Uses of controlled environment agriculture systems
第7回：a Biotechnology in agriculture - Introduction
第7回：b Genetically modified crops & animals（GOMs）
第8回：a Gene editing（CRISPR etc.）
第8回：b Practice Exercise 3 – group work
第9回：a UK Agriculture – main farming systems
第9回：b Influence of geography and climate on UK farming systems
第10回：a UK main food products and exports
第10回：b Practice Exercise 4 – group work
第11回：a S ustainable Water Management - Water Footprint:
water used in daily life
第11回：b Water use in agricultural systems
第12回：a Methods to improve water use efficiency in agriculture
第12回：b Practice Exercise 5 – group work
第13回： Group Activity –‘virtual water’content of food we eat
第14回： Revision（まとめ）

履修上の注意
準備学習（予習・復習等）の内容
The reading materials will be in English. 資料は全て英語です。
Every week, read suggested reading material before coming to the
class, and then complete practical exercises related to class handouts before coming to the next class.

教科書
There is no course textbook. Reading materials will be given out
in each class. 特に定めない。資料は配布します。

参考書
成績評価の方法
Written Report 30%, Powerpoint Report 25%, Exam 35%, Class
Participation & Practice Exercises 10%
（レポート 30%、パワーポイントレポート 25%、定期試験35%、平
常点 グループワークと練習問題 10％）

参考書
特に指定しないが、各回の講師が紹介することがある。

その他

成績評価の方法
日常の受講姿勢（40％）および小論文（60％）により評価する。
その他
学部間共通総合講座
「生命倫理学：生命科学・バイオテクノロジーと社会」を過年度履修した者については、
本講義の履修を認めない。
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Iain McTaggart （マクタガート、イアン）
第一校舎 5号館 （農学部）205号室
Email: imctagg@meiji.ac.jp
Office Hour: Thursday 12:30-13:30

科目ナンバー：(AG)AGR391E
科

目

名

英語農学Ⅱ（農）

科目ナンバー：(AG)AGR391E

単位数

担当者

科

2単位

イアン・マク
タガート

授業の概要・到達目標

目

名

英語農学Ⅰ
（農化）

担当者

2単位

イアン・マク
タガート

授業の概要・到達目標

《授業の達成目標及びテーマ》
The objective of this course on Agricultural Science（英語農学
II・農学科）is to help students to understand and talk about science in English. During the course you will learn specialized vocabulary for different selected topics. You will use this vocabulary
to read, write, and talk about these topics in English. In the class
you will do various individual and group practice exercises to help
you understand the course topics. The classes will be conducted
mainly in English.
科学英語を理解し，使えるようになることを目標とします。科学
分野で用いられる英語の専門用語を学び，その分野の論文を英語で
読み，書き，討論し，発表 できるようになることを目指します。コー
スで扱う様々な内容を理解するため、個人でまたはグループで練習
問題を行います。授業はすべて英語で行います。農学科食糧生産・
環境コースにおいては，学習・教育目標の A，D，F に対応する科
目です。
《授業の概要》
This course will study the relationship between agriculture,
health, and the environment. In the Autumn semester we will focus on global warming, climate change, agri-environmental management, invasive species, and toxic chemical pollution problems.
このコースは農業と健康・環境の関係について学びます。秋学期は
地球温暖化と気候変動の影響、環境に優しい農業、外来種の問題、
また毒性化学物質 により引き起こされる汚染問題を中心に学習し
ます。

授業内容
第1回：ガイダンス・Introduce your laboratory 研究室 research
第2回：a Global Warming - Introduction Quiz
第2回：b How global warming happens + sources of greenhouse
gases
第3回：a Food production and greenhouse gas emissions
第3回：b Practice Exercise 1 – group work
第4回：a Climate Change – how is the climate changing?
第4回：b Effects of climate change on agriculture & food production
第5回：a Effects of climate change on health and the environment
第5回：b Group Work – think of ways to mitigate（緩和）greenhouse gases and climate change effects
第6回：a Group Work – discuss‘mitigation’ideas with other
groups
第6回：b Practice Exercise 2 – group work
第7回： Start Group PowerPoint Report – Climate Change
第8回：a Agriculture and the Environment – risks to the environment
第8回：b Examples of agri-environmental management in Japan
第9回：a Examples of agri-environmental management in the
UK
第9回：b Practice Exercise 3 – group work
第10回：a Invasive（alien 外来種 ）species - Introduction
第10回：b Examples of problems caused by invasive species
第11回：a Controlling invasive species and protecting local biodiversity
第11回：b Practice Exercise 4 – group work
第12回：a Toxic Chemicals – types of toxic chemicals and toxic
effects
第12回：b Toxic chemical problems in Japan
第13回：a Persistent organic pollutants（POP）and radioactive
pollution risks
第13回：b Practice Exercise 5 – group work
第14回： Revision（まとめ）

《授業の達成目標及びテーマ》
The objective of this course on Agricultural Chemistry（英語農
学 I・農芸化学科）is to help students to understand and talk about
science in English. During the course you will learn specialized vocabulary for different selected topics. You will use this vocabulary
to read, write, and talk about these topics in English. In the class
you will do various individual and group practice exercises to help
you understand the course topics. The classes will be conducted
mainly in English.
科学英語を理解し，使えるようになることを目標とします。科学
分野で用いられる英語の専門用語を学び，その分野の論文を英語で
読み，書き，討論し，発表 できるようになることを目指します。コー
スで扱う様々な内容を理解するため、個人でまたはグループで練習
問題を行います。授業はすべて英語で行います。
《授業の概要》
This course will study issues related to food production, agriculture, and the environment. In the Spring semester we will focus
on important food compounds and their functions, food chemistry
and microbiology, biogeochemical cycles in the environment, global
warming, mitigating greenhouse gas emissions, and the sustainable
use of water in agriculture and food production.
このコースは食品、農業、健康と環境に関する様々な問題につい
て学びます。春学期は，食品に含まれる重要な化合物とその機能、
食品化学と微生物学、環境における生物地球化学的循環、地球の温
暖化、温室効果ガス排出の緩和、また農業と食糧生産における持続
可能な水の利用などに焦点を当てます。

授業内容
第1回：ガイダンス・Introduce yourself to other students
第2回：a Important Food Compounds – Introduction Quiz
第2回：b Carbohydrates and Fats
第3回：a Aroma Compounds and Proteins
第3回：b Practice Exercise 1 - group work
第4回：a Uses of Chemistry and Microbiology in Food Production
第4回：b Examples of fungal and bacterial processes
第5回：a Examples of non-microbial processes.
第5回：b Practice Exercise 2 - group work
第6回：a Biogeochemical cycles in the Environment
第6回：b How human activities can alter natural balance
第7回：a Global Warming and greenhouse gas emissions
第7回：b Practice Exercise 3 - group work
第8回：a Options to control greenhouse gas emissions 1
第8回：b Carbon sequestration（capture）and storage
第9回：a Options to control greenhouse gas emissions 2
第9回：b Alternative fuels
第10回： Start Group PowerPoint Report – Mitigating（reducing）
greenhouse gas emissions
第11回：a S ustainable Water Management - Water Footprint:
water used in daily life
第11回：b Water use in agricultural systems
第12回：a Methods to improve water use efficiency in agriculture
第12回：b Practice Exercise 4 - group work
第13回： Group Activity –‘virtual water’content of food we eat
第14回： Revision（まとめ）

履修上の注意

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習・復習等）の内容

The reading materials will be in English. 資料は全て英語です。
Every week, read suggested reading material before coming to the
class, and then complete practical exercises related to class handouts before coming to the next class.

教科書

The reading materials will be in English. 資料は全て英語です。
Every week, read suggested reading material before coming to the
class, and then complete practical exercises related to class handouts before coming to the next class.

教科書

There is no course textbook. Reading materials will be given out
in each class. 特に定めない。資料は配布します。

参考書

There is no course textbook. Reading materials will be given out
in each class. 特に定めない。資料は配布します。

参考書

成績評価の方法

成績評価の方法

Written Report 30%, PowerPoint Report 25%, Exam 35%, Class
Participation & Practice Exercises 10%
（レポート 30%、パワーポイントレポート 25%、定期試験35%、平
常点 グループワークと練習問題 10％）

その他

単位数

Written Report 30%, PowerPoint Report 25%, Exam 35%, Class
participation & Practice Exercises 10%
（レポート 30%、パワーポイントレポート 25%、定期試験35%、平
常点 グループワークと練習問題 10％）

その他
Iain McTaggart （マクタガート、イアン）
英語農学研究室
第一校舎 5号館 （農学部）205号室
Email: imctagg@meiji.ac.jp
Office Hour: Thursday 12:30-13:30

Iain McTaggart （マクタガート、イアン）
英語農学研究室
第一校舎 5号館 （農学部）205号室
Email: imctagg@meiji.ac.jp
Office Hour: Thursday 12:30-13:30
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科目ナンバー：(AG)AGR391E
科

目

名

英語農学Ⅱ（農化）

科目ナンバー：(AG)AGR391E

単位数

担当者

科

2単位

イアン・マク
タガート

授業の概要・到達目標

目

名

英語農学Ⅰ
（生命）

単位数

担当者

2単位

イアン・マク
タガート

授業の概要・到達目標

《授業の達成目標及びテーマ》
The objective of this course on Agricultural Chemistry（英語農
学 II・ 農 芸 化 学 科 ）is to help students to understand and talk
about science in English. During the course you will learn specialized vocabulary for different selected topics. You will use this vocabulary to read, write, and talk about these topics in English. In
the class you will do various individual and group practice exercises to help you understand the course topics. The classes will be
conducted mainly in English.
科学英語を理解し，使えるようになることを目標とします。科学
分野で用いられる英語の専門用語を学び，その分野の論文を英語で
読み，書き，討論し，発表 できるようになることを目指します。コー
スで扱う様々な内容を理解するため、個人でまたはグループで練習
問題を行います。授業はすべて英語で行います。
《授業の概要》
This course will study the issues related to food production, agriculture, health and the environment. The Autumn semester will
focus on air and water pollution, toxic chemical problems, bioremediation, and agri-environmental management.
このコースでは、食品生産、農業、健康、環境に関する様々な問
題について学習します。秋学期は、大気汚染、水質汚染、毒性化学
物質 により引き起こされる汚染問題、バイオレメディエーション
法（微生物を利用した環境浄化）
、また環境に優しい農業などを取
り上げる予定です。

授業内容

《授業の達成目標及びテーマ》
The objective of this course on Life Sciences（英語農学 I・生命
科学）
, is to help students to understand and talk about Life Sciences in English. During the course you will learn specialized vocabulary for different selected topics. You will use this vocabulary to
read, write and talk about these topics. In the class you will do
various individual and group practice exercises to help you understand the course topics. The classes will be conducted mainly in
English.
科学英語を理解し，使えるようになることを目標とします。科学
分野で用いられる英語の専門用語を学び，その分野の論文を英語で
読み，書き，討論し，発表できるようになることを目指します。コー
スで扱う様々な内容を理解するため、個人でまたはグループで練習
問題を行います。授業はすべて英語で行います。
《授業の概要》
This course will study the relationship between life sciences, agriculture, food, health and the environment. The first semester will
focus on genetic science, stem cells and gene therapy methods, as
well as toxic chemical pollution problems and agri-environmental
management.
このコースは，生命科学、農業、食物、健康、環境との関係につ
いて学びます。春学期は遺伝子科学、幹細胞、遺伝子療法 , 毒性化
学物質 により引き起こされる汚染問題、また環境に優しい農業な
どを中心に学びます。

第1回：ガイダンス・Introduce your laboratory 研究室 research
第2回：a Air Pollution 1 - Introduction
第2回：b Ozone Layer
第3回：a Air Pollution 2 - photochemical smog and industrial
smog
第3回：b Practice Exercise 1 - group work
第4回：a Water pollution and control 1 - chemical pollutants
and organic wastes
第4回：b
Eutrophication（nutrient enrichment）
第5回：a Water pollution and control 2 – controlling water
pollutants
第5回：b Practice Exercise 2 - group work
第6回： Start Group PowerPoint Report – Air or water pollution
problems + solutions
第7回：a Toxic Chemicals – types of toxic chemicals and toxic
effects
第7回：b Toxic chemical problems in Japan
第8回：a Persistent organic pollutants（POP）and radioactive
pollution risks
第8回：b Practice Exercise 3 - group work
第9回：a Bioremediation – natural processes to clean polluted
soil and water
第9回：b Phytoremediation – how plants and soil microbes can
clean polluted soil and water
第10回：a Examples of phytoremediation
第10回：b Practice Exercise 4 - group work
第11回：a Agriculture and the Environment – risks to the environment
第11回：b Examples of agri-environmental management in Japan
第12回：a Examples of agri-environmental management in the
UK
第12回：b Practice Exercise 5 - group work
第13回： Food and Agriculture systems in the UK
第14回： Revision（まとめ）

授業内容

履修上の注意

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習・復習等）の内容

The reading materials will be in English. 資料は全て英語です。
Every week, read suggested reading material before coming to the
class, and then complete practical exercises related to class handouts before coming to the next class.

The reading materials will be in English. 資料は全て英語です。
Every week, read suggested reading material before coming to the
class, and then complete practical exercises related to class handouts before coming to the next class.

教科書

教科書

There is no course textbook. Reading materials will be given out
in each class. 特に定めない。資料は配布します。

There is no course textbook. Reading materials will be given out
in each class. 特に定めない。資料は配布します。

参考書

参考書

成績評価の方法

成績評価の方法

Written Report 30%, PowerPoint Report 25%, Exam 35%, Class
participation & Practice Exercises 10%
（レポート 30%、パワーポイントレポート 25%、定期試験35%、平
常点 グループワークと練習問題 10％）

その他

第1回：ガイダンス・Introduce yourself to other students
第2回：a Basic Genetics – Introduction & Quiz
第2回：b Cells, DNA and Genes
第3回：a Important genetic processes
第3回：b Practice Exercise 1 – group work
第4回：a Stem Cells – Introduction and Quiz
第4回：b types and characteristics of naturally occurring stem
cells
第5回：a Medical uses of stem cells
第5回：b Practice Exercise 2 – group work
第6回： Start Group PowerPoint Report on Stem Cells Research
& Applications
第7回：a G ene Therapy – genetic disease + Introduction to
gene therapy
第7回：b Gene therapy methods
第8回：a Examples of gene therapy treatments
第8回：b Practice Exercise 3 – group work
第9回：a Toxic Chemicals – types of toxic chemicals and toxic
effects
第9回：b Toxic chemical problems in Japan
第10回：a Persistent organic pollutants（POP）and radioactive
pollution risks
第10回：b Practice Exercise 4 – group work
第11回：a Agriculture and the Environment – risks to the environment
第11回：b Examples of agri-environmental management in Japan
第12回：a Examples of agri-environmental management in the
UK
第12回：b Practice Exercise 5 – group work
第13回： Agriculture in the UK
第14回： Revision（まとめ）

PowerPoint Report 25%, Written Report 30%, Final Exam 35%,
Class participation & Practice Exercises 10%
（パワーポイントレポート 25%、レポート 30%、定期試験35%、平
常点 グループワークと練習問題 10％）

その他
Iain McTaggart （マクタガート、イアン）
英語農学研究室
第一校舎 5号館 （農学部）205号室
Email: imctagg@meiji.ac.jp
Office Hour: Thursday 12:30-13:30

Iain McTaggart （マクタガート、イアン）
英語農学研究室
第一校舎 5号館 （農学部）205号室
Email: imctagg@meiji.ac.jp
Office Hour: Thursday 12:30-13:30
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科目ナンバー：(AG)AGR391E
科

目

名

英語農学Ⅱ（生命）

科目ナンバー：(AG)AGR391E

単位数

担当者

科

2単位

イアン・マク
タガート

授業の概要・到達目標

目

名

英語農学Ⅰ
（政策）

単位数

担当者

2単位

イアン・マク
タガート

授業の概要・到達目標

《授業の達成目標及びテーマ》
The objective of this course on Life Sciences（英語農学 II・生命
科学）
, is to help students to understand and talk about Life Sciences in English. During the course you will learn specialized vocabulary for different selected topics. You will use this vocabulary to
read, write and talk about these topics. In the class you will do
various individual and group practice exercises to help you understand the course topics. The classes will be conducted mainly in
English.
科学英語を理解し，使えるようになることを目標とします。科学
分野で用いられる英語の専門用語を学び，その分野の論文を英語で
読み，書き，討論し，発表できるようになることを目指します。コー
スで扱う様々な内容を理解するため、個人でまたはグループで練習
問題を行います。授業はすべて英語で行います。
《授業の概要》
This course will study the relationship between life sciences, agriculture, food, health, and the environment. In this semester we
will look at genetically modified crops and food, gene editing, global warming, climate change, and improving nutrition & health.
このコースは，生命科学と農業、食物、健康、環境との関係につ
いて学びます。秋学期は遺伝子組み換え作物と食物、遺伝子編集、
地球温暖化、気候変動の影響と対策、また栄養と健康の改善を中心
に見ていきます。

授業内容
第1回： ガイダンス・Introduce your laboratory 研究室 research
第2回：a Genetically Modified Organisms: What are GMOs?
第2回：b Examples of GM uses in crops & food production
第3回：a Risks of GM crops and food + safety management
第3回：b Practice Exercise 1 – group work
第4回：a Gene Editing – CRISPR-Cas9 & potential uses
第4回：b Uses of gene editing for health and disease treatment
第5回：a Uses of gene editing for food and agriculture
第5回：b Practice Exercise 2 – group work
第6回：a Global Warming - Introduction Quiz
第6回：b How global warming happens + sources of greenhouse
gases
第7回：a Food production and greenhouse gas emissions
第7回：b Practice Exercise 3 – group work
第8回：a Climate Change – how is the climate changing?
第8回：b Effects of climate change on agriculture & food production
第9回：a Effects of climate change on health and the environment
第9回：b Group Work 1 – think of ways to mitigate（ 緩 和 ）
greenhouse gases and climate change effects
第10回：a Group Work 2 – discuss‘mitigation’ideas with other
groups
第10回：b Practice Exercise 4
第11回： Start Group PowerPoint Report – Climate Change
第12回：a Nutrition and Health - Introduction
第12回：b Important food nutrients
第13回：a Improving food nutrition
第13回：b Practice Exercise 5 – group work
第14回： Revision（まとめ）

《授業の達成目標及びテーマ》
The objective of this course on Agri-Food & Environmental Policy（英語農学 I・食料環境政策学科）is to help students to understand and talk about agri-food and environmental issues in English.
During the course you will learn specialized vocabulary for different selected topics. You will use this vocabulary to read, write, and
talk about these topics in English. In the classes you will work in
small groups to study information and examples about each class
topic, and then explain your information to other students in the
class. The classes will be conducted mainly in English.
専門英語，特に食料環境に関する英語を理解し，使えるように
なることを目標とします。食料環境政策分野で用いられる英語を学
び，読み，書き，討論し，発表できるようになることを目指します。
授業では、小グループに分かれて各授業のテーマに関する情報や事
例を調べ、その結果を他のグループの人たちに向けて発表します。
授業はすべて英語で行います。
《授業の概要》
This course will study issues and policies related to sustainable
agriculture, food production and the environment. In the Spring
semester you will study about ways to promote Japanese agriculture and food, reducing food loss and food waste, climate change
countermeasures, and merits of urban agriculture.
このコースは持続可能な農業、食糧生産、環境に関する課題と政
策について勉強します。春学期は日本の農業と食の振興、食品ロス・
食品廃棄物の削減、気候変動対策、また都市農業のメリットを中心
に学びます。

授業内容
第1回：ガイダンス・Introduce yourself to other students
第2回：a Promoting Japanese agriculture
第2回：b Marketing Japanese agriculture and food products
第3回： Group Work 1 – Marketing Japanese Food Products
第4回： Group Presentations and Discussion
第5回：a Food Loss and Food Waste - Introduction
第5回：b Main causes of food loss and food waste in different
countries
第6回： Group Work 2 – Ways to reduce food loss or food waste
第7回： Group Presentations and Discussion
第8回：a Global Warming and climate change - Introduction
第8回：b Countermeasures: mitigation 緩和 and adaptation 迪夫
第9回： Group Work 3 – Ways to reduce greenhouse gas emissions and effects of climate change
第10回： Group Presentations and Discussion
第11回：a Urban Agriculture – what is urban agriculture?
第11回：b Benefits of urban agriculture in different countries
第12回： Group Work 4 – Examples of urban agriculture and its
benefits
第13回： Group Presentations and Discussion
第14回： Revision（まとめ）

履修上の注意

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習・復習等）の内容

The reading materials will be in English. 資料は全て英語です。
Every week, read suggested reading material before coming to the
class, and then complete practical exercises related to class handouts before coming to the next class.

教科書
There is no class textbook. Reading materials will be given out
in each class. 特に定めない。資料は配布します。

参考書

The reading materials will be in English. 資料は全て英語です。
Every week, read suggested reading material before coming to the
class, and then complete exercises or group work before coming
to the next class.

教科書
There is no course textbook. Reading materials will be given out
in each class. 特に定めない。資料は配布します。

参考書

成績評価の方法
Written Report 30% PowerPoint Report 25%, Exam 35%, Class
Participation & Practice Exercises 10%
（レポート 30%、パワーポイントレポート 25%、定期試験35%、平
常点 グループワークと練習問題 10％）

その他

成績評価の方法
4 x Group Presentations = 70%
表 70% 、レポート 30% ）

、Final Report = 30% （４回発

その他
Iain McTaggart （マクタガート、イアン）
英語農学研究室
第一校舎 5号館 （農学部）205号室
Email: imctagg@meiji.ac.jp
Office Hour: Thursday 12:30-13:30

Iain McTaggart（マクタガート、イアン）
英語農学研究室
第一校舎 5号館 （農学部）205号室
Email: imctagg@meiji.ac.jp
Office Hour: Thursday 12:30-13:30
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科目ナンバー：(AG)AGR391E
科

目

名

英語農学Ⅱ（政策）

科目ナンバー：(AG)AGR135J

単位数

担当者

科

2単位

イアン・マク
タガート

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者

農場実習
（農・ 1 班）

2017～2021年度入学者

1単位

伊藤・齋藤・
徳田

農場実習
（1）

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
The objective of this course on Agri-Food & Environmental Policy（英語農学 II・食料環境政策学科）is to help students to understand and talk about agri-food and environmental issues in English.
During the course you will learn specialized vocabulary for different selected topics. You will use this vocabulary to read, write, and
talk about these topics in English. In the classes you will work in
small groups to study information and examples about each class
topic, and then explain your information to other students in the
class. The classes will be conducted mainly in English.
科学英語，特に食料環境に関する英語を理解し，使えるようにな
ることを目標とします。食料環境政策分野で用いられる専門用語を
英語で学び，論文を英語で読み，書き，討論し，発表できるように
なることを目指します。授業では、小グループに分かれて各授業の
テーマに関する情報や事例を調べ、その結果を他のグループの人た
ちに向けて発表します。授業はすべて英語で行います。

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農作物の播種，育苗，施肥，除草，病虫害防除などの栽培管理，
および収穫，出荷調製，農産加工などを体験し，農業生産技術の成
り立ちを理解する。さらに，里山の機能，自然循環機能 , などにつ
いても実習・講義を通じて理解を深める。農学科食糧生産・環境コー
スにおいては，学習・教育目標の D・G・H に対応する科目である。
《授業の概要》
農作物の栽培技術体系と野菜類の作型に関する解説を行い，実際
に圃場で，土作り，施肥，畝立て，播種，定植，除草などの栽培管
理および収穫，出荷調製等の作物栽培に関する技術を実践する。

《授業の概要》
This course will study issues and policies related to sustainable
agriculture, food production and the environment. In the Autumn
semester you will study about ways to promote sustainable seafood in Japan, sustainable use of water in agriculture and food production, discuss if genetically altered food is safe for Japan, and
ways to protect and manage Japan’
s Natural Heritage Sites.
このコースでは、持続可能な農業、食糧生産、環境に関する問題
や政策について学びます。秋学期は、日本における持続可能な水産
業の推進、農業や食料生産における持続可能な水の利用、農業にお
けるバイオテクノロジーの安全な利用（遺伝子組み換え・ゲノム編
集）
、日本の自然遺産の保護・管理を中心に学びます。

授業内容
（１）
第1回：オリエンテーション，安全教育，農場内施設，圃場，農機
具等の説明
第2回：播種，果菜類の定植と圃場管理
第3回：果菜類の施設栽培管理に関する実習と講義
第4回：栽培管理 （1） 芽かき・誘引・仕立て
第5回：栽培管理 （2） 追肥
第6回：栽培管理 （3） 除草，野菜類の収穫
第7回：秋野菜の播種，定植
第8回：農産加工
第9回：里山の機能・物質循環に関する実習と講義
第10回：野菜類の収穫，まとめ
※天候により内容が変更されることがあります。

授業内容
第1回： ガイダンス・ Introduce your laboratory 研究室 research
第2回：a S ustainability of Japan’
s coastal communities and
businesses
第2回：b Overcoming problems such as overfishing, pollution
and climate change
第3回： Group Work 1 – New ideas to improve sustainability of
seafood in Japan
第4回： Group Presentations and Discussion
第5回：a Agriculture and water – sustainable use of a scarce
resource
第5回：b ‘Virtual

water’– the amount of water needed to
make food products
第6回： Group Work 2 – How much water in food you eat + how
to reduce water use/waste
第7回： Group Presentations and Discussion
第8回：a Biotechnology in agriculture – Genetic Modification
（GM）and Gene Editing（GE）
第8回：b M
 erits, risks and current policy about GM & GE food
in Japan
第9回： Group Work 3 – What should Japan’
s policy be about
GM & GE food?
第10回： Group Presentations and Discussion
第11回：a World Natural Heritage - Introduction
第11回：b Japan’
s World Natural Heritage sites
第12回： Group Work 4 – Protection and Management of Japan’
s
World Natural Heritage Sites
第13回： Group Presentations and Discussion
第14回： Revision（まとめ）

履修上の注意
準備学習（予習・復習等）の内容
The reading materials will be in English. 資料は全て英語です。
Every week, read suggested reading material before coming to the
class, and then complete exercises or group work before coming
to the next class.

教科書
There is no course textbook. Reading materials will be given out
in each class. 特に定めない。資料は配布します。

履修上の注意
農作業のできる服装で臨むこと。なお、作業中は土を触って汚れ
たり、作物や土の中から虫が出てくることがある。
準備学習（予習・復習等）の内容
実習内容について関連した情報を学習し，理解を深めること。
実習内容に関連した情報を調べ，レポートにして提出する。
教科書
適宜プリントを配布する。
参考書

参考書
成績評価の方法
4 x Group Presentations = 70%
回発表 70% 、レポート 30%）

、Final Report = 30%

その他
Iain McTaggart （マクタガート、イアン）
英語農学研究室
第一校舎 5号館 （農学部）205号室
Email: imctagg@meiji.ac.jp
Office Hour: Thursday 12:30-13:30

（４

成績評価の方法
実技と実習態度50％，レポート50％で評価する。
その他
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科目ナンバー：(AG)AGR135J
科

目

2022年度以降入学者

名

農場実習
（農・ 2 班）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)AGR135J
担当者

科

伊藤・齋藤・
徳田

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農作物の播種，育苗，施肥，除草，病虫害防除などの栽培管理，
および収穫，出荷調整，農産加工などを体験し，農業生産技術の成
り立ちを理解する。さらに，里山の機能，自然循環機能などについ
ても実習・講義を通じて理解を深める。農学科食糧生産・環境コー
スにおいては，学習・教育目標の D・G・H に対応する科目である。
《授業の概要》
農作物の栽培技術体系と野菜類の作型に関する解説を行い，実際
に圃場で，土作り，施肥，畝立て，除草等の圃場管理，播種，定植
等の栽培管理および収穫，出荷調整等の作物栽培に関する技術を実
践する。
授業内容
（２）
第１回：オリエンテーション，安全教育，農機具，施設，圃場等の
説明
第２回：秋野菜の播種，定植
第３回：ラッカセイの収穫，サツマイモの収穫
第４回：葉根菜類の栽培管理 （１），間引き
第５回：葉根菜類の栽培管理 （２），追肥
第６回：施設園芸の環境制御と測定に関する実習と講義
第７回：果菜類の施設栽培管理に関する実習と講義
第８回：農産加工
第９回：里山の機能・物質循環に関する実習と講義
第10回：葉根菜類の収穫と出荷調整
※天候や生育状況により内容が変更になることがあります。

目

名

2022年度以降入学者

農場実習
（化・ 4 組）

単位数
1単位

担当者
岩﨑・甲斐・
徳田

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農作業の実践及び講義を通じて，栽培技術を体系的に体験するこ
とにより，作物生理と栽培技術の意味を理解する。さらに，自然循
環機能や食品加工などについても実習・講義を通じて理解を深める。
《授業の概要》
農作物の栽培技術体系と野菜類の作型に関する解説を行うととも
に，実際に圃場において，土作り，施肥，播種，定植，間引き，整
枝，収穫などの栽培技術を実践する。また収穫された野菜等を利用
して，加工を実践する。
授業内容
（１）
第１回：夏野菜の播種・定植
第２回：栽培管理 （１） 誘引・仕立て
第３回：栽培管理 （２） 追肥・収穫
第４回：野菜の収穫
夏期集中
１日目：圃場管理（夏野菜収穫及び片付け）
資源循環型農業技術に関する講義
２日目：野菜を使った食品加工実習
ICT 活用農業技術に関する講義
※天候や生育状況により内容が変更になることがあります。

履修上の注意
農作業のできる服装で臨むこと。なお、作業中は土を触って汚れ
たり、作物や土の中から虫が出てくることがある。

履修上の注意
・農作業のできる服装で臨むこと。
・作業内容について関連情報を学習し，理解を深めること。

準備学習（予習・復習等）の内容
実習内容について関連した情報を学習し，理解を深めること。
実習内容に関連した情報を調べ，レポートにして提出する。

準備学習（予習・復習等）の内容
・農業や作物に関してのプリントを配付するので、その内容を理解
するとともに、関連情報を調べ、理解を深めること。
・実習内容に関連した情報を調べ、レポートにして提出する。

教科書
特に使用しない。

教科書
適宜プリントを配布する。

参考書
参考書
成績評価の方法
実技と実習態度50％，レポート50％で評価する。

成績評価の方法
実技と実習態度50％，レポート50％で評価する。

その他
その他
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科目ナンバー：(AG)AGR135J
科

目

名

2022年度以降入学者

農場実習
（化・ 5 組）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)AGR135J
担当者

科

岩﨑・甲斐・
徳田

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農作業の実践及び講義を通じて，栽培技術を体系的に体験するこ
とにより，作物生理と栽培技術の意味を理解する。さらに，自然循
環機能や食品加工などについても実習・講義を通じて理解を深める。
《授業の概要》
農作物の栽培技術体系と野菜類の作型に関する解説を行うととも
に，実際に圃場において，土作り，施肥，播種，定植，間引き，整
枝，収穫などの栽培技術を実践する。また収穫された野菜等を利用
して，加工を実践する。

目

名

2022年度以降入学者

農場実習
（化・ 6 組）

単位数
1単位

担当者
岩﨑・甲斐・
徳田

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農作業の実践及び講義を通じて，栽培技術を体系的に体験するこ
とにより，作物生理と栽培技術の意味を理解する。さらに，自然循
環機能や食品加工などについても実習・講義を通じて理解を深める。
《授業の概要》
農作物の栽培技術体系と野菜類の作型に関する解説を行うととも
に，実際に圃場において，土作り，施肥，播種，定植，間引き，整
枝，収穫などの栽培技術を実践する。また収穫された野菜等を利用
して，加工を実践する。

授業内容
（２）
第１回：野菜の播種・定植など
第２回：栽培管理 （１） 誘引，仕立てなど
第３回：栽培管理 （２） 仕立て，追肥，収穫など
第４回：野菜の収穫及び片付け
夏期集中
１日目：圃場管理（夏野菜収穫及び片付け）
資源循環型農業技術に関する講義
２日目：野菜を使った食品加工実習
ICT 活用農業技術に関する講義
※天候や生育状況により内容が変更になることがあります。

授業内容
（3）
第１回：野菜の播種・定植など
第２回：栽培管理 （１） 誘引，仕立てなど
第３回：栽培管理 （２） 仕立て，追肥，収穫など
第４回：野菜の収穫及び片付け
夏期集中
１日目：圃場管理（夏野菜収穫及び片付け）
資源循環型農業技術に関する講義
２日目：野菜を使った食品加工実習
ICT 活用農業技術に関する講義
※天候や生育状況により内容が変更になることがあります。

履修上の注意
・農作業のできる服装で臨むこと。
・作業内容について関連情報を学習し，理解を深めること。

履修上の注意
・農作業のできる服装で臨むこと。
・作業内容について関連情報を学習し，理解を深めること

準備学習（予習・復習等）の内容
・農業や作物に関してのプリントを配付するので、その内容を理解
するとともに、関連情報を調べ、理解を深めること。
・実習内容に関連した情報を調べ、レポートにして提出する。

準備学習（予習・復習等）の内容
・農業や作物に関してのプリントを配付するので、その内容を理解
するとともに、関連情報を調べ、理解を深めること。
・実習内容に関連した情報を調べ、レポートにして提出する。

教科書
適宜プリントを配布する。

教科書
適宜プリントを配布する。

参考書

参考書

成績評価の方法
実技と実習態度50％，レポート50％で評価する。

成績評価の方法
実技と実習態度50％，レポート50％で評価する。

その他

その他
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科目ナンバー：(AG)AGR135J
科

目

名

2022年度以降入学者

農場実習
（生・ 1 班）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)AGR135J
担当者

科

川岸・甲斐・
伊藤・武田・
徳田

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農作物の播種，育苗，定植，間引き，除草，片付けなどの栽培管
理，および収穫，出荷調製，農産加工などを体験し，農業生産技術
の成り立ちを理解する。さらに，里山の機能，自然循環機能などに
ついても実習・講義を通じて理解を深める。
《授業の概要》
農作物の栽培技術体系や野菜類の作型，施肥設計などに関する解
説を行い，実際に圃場で除草や片付けなどの圃場管理，播種，定植，
間引きなどの栽培管理および収穫，出荷調製等などの作物栽培に関
する技術を実践する。また，収穫された野菜を用いた加工の実践や
里山における下草刈りなどを実践する。

目

名

2022年度以降入学者

農場実習
（生・ 2 班）

単位数
1単位

担当者
川岸・甲斐・
伊藤・武田・
徳田

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農作物の播種，育苗，定植，間引き，除草，片付けなどの栽培管
理，および収穫，出荷調製，農産加工などを体験し，農業生産技術
の成り立ちを理解する。さらに，里山の機能，自然循環機能などに
ついても実習・講義を通じて理解を深める。
《授業の概要》
農作物の栽培技術体系や野菜類の作型，施肥設計などに関する解
説を行い，実際に圃場で除草や片付けなどの圃場管理，播種，定植，
間引きなどの栽培管理および収穫，出荷調製などの作物栽培に関す
る技術を実践する。また，収穫された野菜を用いた加工の実践や里
山における下草刈りや落葉掃きなどを実践する。

授業内容
１日目
オリエンテーション・安全教育
栽培管理（秋野菜の播種・定植・間引き）
収穫・出荷調製
２日目
野菜の品質評価測定と施肥設計
施設栽培に関する講義と実習
３日目
里山の機能と管理，物質循環に関する講義と実習
農産加工
４日目
圃場管理（夏野菜片付け，除草）
まとめ
※天候や生育状況により順番が変更になることがあります。

授業内容
１日目
オリエンテーション・安全教育
栽培管理（秋野菜の播種・定植・間引き）
収穫・出荷調製
２日目
野菜の品質評価測定と施肥設計
施設栽培に関する講義と実習
３日目
里山の機能と管理，物質循環に関する講義と実習
食品加工
４日目
圃場管理（夏野菜片付け，除草）
まとめ
※天候や生育状況により順番が変更になることがあります。

履修上の注意
農作業のできる服装で臨むこと。なお、作業中は土を触って汚れ
たり、作物や土の中から虫が出てくることがある。

履修上の注意
農作業のできる服装で臨むこと。
なお、作業中は土を触って汚れたり、作物や土の中から虫が出て
くることがある。

準備学習（予習・復習等）の内容
実習内容について関連した情報を学習し，理解を深めること。
実習内容に関連した情報を調べ，レポートにして提出する。

準備学習（予習・復習等）の内容
実習内容について関連した情報を学習し，理解を深めること。
実習内容に関連した情報を調べ，レポートにして提出する。

教科書
適宜プリントを配布する。

教科書
適宜プリントを配布する。

参考書

参考書

成績評価の方法
実技と実習態度50％，レポート50％で評価する。

成績評価の方法
実技と実習態度50％，レポート50％で評価する。

その他

その他
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科目ナンバー：(AG)AGR135J
科

目

名

農場実習
（食料環境政策学科）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)AGR121J
担当者

科

川岸・齋藤・
徳田・岩崎・
武田

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農作物の播種，育苗，施肥，除草，病虫害防除などの栽培管理，
および収穫，出荷調製，農産加工などを体験し，農業生産技術の成
り立ちを理解する。
さらに，里山の機能などについても実習・講義を通じて理解を深
める。
《授業の概要》
農作物の栽培技術体系と野菜類の作型に関する解説を行い，実際
に圃場で，土作り，施肥，畝立て，除草等の圃場管理，播種，定植
等の栽培管理および収穫，出荷調製等の作物栽培に関する技術を実
践する。
授業内容
第１回：オリエンテーション，安全教育，農場内施設，圃場，農機
具等の説明，播種
第２回：圃場準備，果菜類，葉菜類の播種，定植
第３回：果菜類，葉菜類の栽培管理，イモ類の植え付け
第４回：果菜類，葉菜類の栽培管理
第５回：果菜類，葉菜類の栽培管理，収穫，春学期のまとめ
第６回：圃場準備，秋野菜の播種，定植
第７回：秋野菜の栽培管理，食品加工
第８回：秋野菜の収穫と調製，イモ類の収穫
第９回：里山の機能，物質循環に関する実習と講義．
第10回：秋野菜の収穫，圃場の片付け，秋学期のまとめ
※天候により内容が変更されることがあります。

目

名

アグリサイエンス論
（1）
・
（2）

単位数
2単位

担当者
岩崎

泰永

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
環境と農業の関連について幅広い事例紹介をする。
《授業の到達目標》
今日，人口増加，食糧問題，環境問題，資源問題などが大きな課
題として顕在化しつつある。作物を生産することで食糧を確保し，
同時に環境を浄化し，生物資源を蓄積することが農業の持つ本来の
姿である。安定的に食糧を生産・供給・備蓄できる農業技術の開発
が急務であるが，将来に向けて生態系と調和し，地球環境に負荷の
かからない持続的農業技術を確立することも必要であり，従来から
行われてきた農業について今一度見直す時期に来ている。本講義は
上記の視点から，環境と農業の関連を幅広い事例紹介を通じて理解
することを目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の C・
D に対応する科目である
授業内容
第1回：我が国の農業
第2回：作付体系
第3回：土壌管理
第4回：農業用資材の説明
第5回：農業用資材の有効利用
第6回：肥料・農薬
第7回：土壌改良剤
第8回：生態系の農業利用 （1） 水田
第9回：生態系の農業利用 （2） 畑
第10回：自然エネルギーと農業 （1） 光、風
第11 回：自然エネルギーと農業 （2） 水
第12回：気象災害
第13回：水田と畑の機能
第14回 a：まとめ

履修上の注意
農業を取り巻く現状を把握するために，日頃から新聞・テレビ・
ネット・書物等で情報を習得しておくこと。外部講師による講義を
行なうこともある。
履修上の注意
農作業のできる服装で臨むこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
実習内容について関連した情報を学習し，理解を深めること。
実習内容に関連した情報を調べ，レポートにして提出する。
教科書
適宜プリントを配布する。
参考書

成績評価の方法
実技と実習態度50％，レポート50％で評価する。
その他

準備学習（予習・復習等）の内容
講義に関する事項に関して，新聞・テレビ・ネット・書物等で情
報を習得しておくこと。
教科書
なし。必要に応じて資料を配布する。
参考書
『環境制御のための植物生理』エペ フゥーヴェリンクほか（著）,
中野 明正ほか（翻訳）（農山漁村文化協会）
『植物生産技術学』秋田重誠・塩谷哲夫（文永堂出版）
『生物環境物理学の基礎 第2版』ゲイロン・サンフォード キャ
ンベル ほか（著）久米篤ほか（翻訳）
（文永堂出版）
,
成績評価の方法
基本的には定期試験の成績で評価する（定期試験100％）。
定期試験に加えてレポートの成績を加味することもある。その場
合の成績評価は、定期試験90％、レポ－ト10％である。
その他
アグリサイエンス研究室（黒川農場本館2階
連絡はメ－ルで対応。
MAIL @meiji.ac.jp
（まだ決まっていません）
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1-203）

科目ナンバー：(AG)AGR131J
科

目

名

フィールド先端農学
（1）
・
（2）

単位数
2単位

担当者
伊藤

善一

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
先端農学の一分野である，施設園芸および植物工場における野菜
生産について理解することを目的とする。また，実際の栽培現場で
用いられている各種技術（養液栽培，環境制御，栽培システム，栽
培管理等）と代表的な数種野菜の生理生態的・栽培学的特性につい
て理解し，実際にフィールドで栽培を行うために必要となる基礎的
な知識・技術についての理解を深めることを目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＤ・
Ｅに対応する科目である。
《授業の概要》
施設園芸および植物工場における野菜生産技術について講義す
る。また，関連する各種技術や環境問題・食糧問題についても概説
する。
授業内容
第１回：イントロダクション（講義の概要，授業日程，評価方法等
の説明）
第２回：施設園芸
第３回：太陽光型植物工場
第４回：人工光型植物工場
第５回：養液栽培の技術と理論
第６回：遺伝子組み換え作物 （1）
第７回：遺伝子組み換え作物 （2）
第８回：熱帯農学 （1）「ハワイの農業」
第９回：熱帯農学 （2）「ハワイ大学での研究と持続可能型農業の取
り組み」
第10回：イチゴの生理生態的特性と人工光型植物工場でのイチゴ生
産
第11回：トマトの生理生態的特性と栽培技術
第12回：黒川農場の栽培施設、環境保全への取り組みについての紹
介
第13回：黒川農場の養液栽培によるサラダホウレンソウ栽培
第14回：まとめ
講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
野菜栽培の基礎と先端的な栽培技術，農業と食について講義しま
す。
専門分野にかかわらず，ご理解頂けるような内容といたします。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義で取り上げた内容について，関連する書籍，雑誌等を読み，
学習するとともに理解を深めること。
教科書
適宜プリントを配布する。
参考書
講義の中で紹介する。
成績評価の方法
定期試験または期末レポートで評価する。
その他
フィールド先端農学研究室（黒川農場）
E-mail： yito@meiji.ac.jp
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総合科目
外国語科目群＜第一外国語＞

第一外国語

科目ナンバー：
科

目

名

英語Ⅰ・英語Ⅱについて

単位数

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者

科

授業内容
英語（I 必修科目）。
・ １年次の春学期に「英語 I ａ」を，秋学期に「英語 I ｂ」を履修
する。
・ 同一学科の１年生全員が，組の枠を外し，それぞれ指定のクラス
で授業を受ける。春学期と秋学期は同一クラスを受講することと
し，クラス替えは行わない。
英語 （I
I 必修科目）。
・ ２年次の春学期に「英語 II ａ」を，秋学期に「英語 II ｂ」を履
修する。
・ 同一学科の２年生全員が，組の枠を外し，それぞれ指定のクラス
で授業を受ける。春学期と秋学期は同一クラスを受講することと
し，クラス替えは行わない。

履修上の注意
・ 年度の初めに基礎・初級レベルの認定を受けた学生には別途指示
があるのでそれに従うこと。
・
「 英語 I ａ」，「英語 I ｂ」，「英語 II ａ」，「英語 II ｂ」の単位を
修得できなかった者は，翌年度以降に当該科目を受講することに
よって，その単位を修得しなければならない。再履修者は，同一
科目名であれば他学科用のクラスを選択することもできる。

教科書

参考書

成績評価の方法

その他

名

英語Ⅰa 農
（1）

各1単位

授業の概要・到達目標
言語はコミュニケーションの手段であると同時に，その言語を育
んできた文化の一つの姿でもある。国際化・情報化が進んでいる今，
コミュニケーションの能力を高めるためにも，また，外国の文化を
理解するためにも，外国語を学ぶことはますます重要になってきて
いる。
こうした認識に基づき，英語Ｉはコミュニケーション能力を充実
し強化することを目的とした総合的な授業を，英語 II は英語 I で
養った力を基にして読解スキル・表現スキルなど目的を明確化した
形での授業を行っている。

準備学習（予習・復習等）の内容

目

単位数
1単位

担当者
行田

勇

授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
・テレビニュース（ＢＢＣワールド）を素材に、メディアの英語を
学びます。
・真のコミュ ニケーション能⼒のための「聴解⼒の養成」を第⼀の
⽬標とします。
効果的なコミュニケーションとは、⾃分の⾔いたいことを⼀⽅的
に相⼿に伝えるだけではありません。相⼿の⾔うことを正しく理
解した上で、それに適切に対応することが重要です。ただ⼀⽅的
にしゃべりまくるだけでは「コミュニケーション」とはいえませ
ん。本当に「発信」する⼒をつけるには、まずは「聴く⼒」を養
成することが何よりも⼤切なのです。
≪到達目標≫
・最新のニュースプログラムを編集した音声教材を用いて、生のメ
ディア英語を耳から学ぶことができるとともに、英国社会の話題
や国際情勢について学ぶことができる。
・単なる「音」の認識ではなく、「内容の理解」に目的を絞ることに
よって、自然な速度で話される英語を聞き取るコツを身につける
ことができる。
・速くて難しい教材でも、やさしい学習作業（タスク）を組み合わ
せて、無理なく確実に理解してゆくことができる。
・自らすすんで学習する態度を身につけ、自律的な英語学習を習慣
化する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回 イントロダクション（授業方法・成績評価の説明）
第２回・第３回 Unit １
第４回・第５回 Unit ２
第６回・第７回 Unit ３
第８回・第９回 Unit ４
第10回・第11回 Unit ５
第12回・第13回 Unit ６
第14回 ａ：まとめ ｂ：試験
内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
皆勤とは無縁の学生には、相当な覚悟が無い限り受講をお勧めし
ません。
講義形式ではなく、
緊張感のある演習形式の油断できない授業です。
多大なる集中力・労力・勤勉さが要求される授業です。
色々な意味で忍耐力が要求される授業です。
準備学習（予習・復習等）の内容
隔週で在宅学習による課題の提出が義務付けられます。
提出期限に遅れた課題は、理由のいかんを問わず、一切受け取り
ません。
課題以外にも、かなりの時間をかけて自宅で学習をすることが要
求されます。
教科書
『British News Update ４ 映像で学ぶ イギリス公共放送の最新
ニュース４』
Timothy Knowles 他 編著
出版社 金星堂
テキストは各自購入のうえ、毎回必ず持参して下さい。
テキストがないと授業に参加できません。
参考書
CALL 教材『Listen to Me!』
この教材は大学のパソコンにインストール済みなので購入する必
要はありません。
成績評価の方法
成績評価方法の詳細については第1回授業で説明しますが、以下
は基本方針です。
定期試験50％，平常点（授業中の発表・課題の提出等）50％。
毎回欠かさずきちんと授業に参加していない場合、定期試験での
一発逆転はありえません。
皆勤は当然の義務なので、欠席・遅刻・早退および課題未提出に
対してはそれぞれ大幅な減点をします。
その他
オフィスアワーと連絡方法は授業中に指示します。
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰa 農
（2）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
原田

科

目

名

英語Ⅰa 農
（3）

英子

授業の概要・到達目標
＜英語の運用能力を高める＞
現代社会における、世界での様々な問題や取り組みについて取り
上げた英文エッセイを読み、異文化理解や読解力、語彙力の増強を
図る。英文の中の情報を的確に読み解けるようにすることがこの授
業での目標である。また、不定期に音読の練習もする。
上記の目的・目標のために，基本的にテキストに沿って1回の授
業で1課進め、10課まで終了することを目指す。学生の要望やテキ
ストのトピックにあわせて補足的なリーディングのプリントを配布
し，リーディング能力の増強をする。また、必要に応じて映像を使っ
て理解を深める。1課終わるごとにクラスウェブ上で小テストをす
る。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A に
対応する科目である。
授業内容
第１回 イントロダクション（授業方法・テキストの説明 ）
第2回 Chapter 1 Flying Gold — Honey and Honey Bees
第3回 Chapter 2 Worth Their Weight in Gold — The History
of Spices
第4回 Chapter 3 Superfood — The Incredible Banana
第5回 Chapter 4 Golden Rice and Insect Burgers — The Future of Food
第6回 Chapter 5 Glasses that Make You Smarter — Wearable
Technology and Augmented Reality
第7回 Chapter 6 The World’
s Largest Schools — The Increasing Popularity of MOOCs
第8回 Chapter 7 Choices, Choices — How to Make Better Decisions
第9回 Chapter 8 Ther’
s No Such Thing as Trash
第10回 Chapter 9 Printing the Future — How 3D Printing Is
Changing the World
第11回 Chapter 10 Tuesday’
s Child Is Full of Grace
第12回 補足プリント、DVD（1）
第13回 補足プリント、DVD（2）
第14回 a: 授業内容のまとめ b: 確認テスト
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

単位数
1単位

担当者
下永

裕基

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
「未知を読むための英語力」
英語に限らず，書かれたものを読む方法は，読む目的やその内容
によって異なる。しかし英語になると多くの場合，学生は偏った方
法でしか読むことができないようである。一文ずつ読めても全体の
意味が分からなかったり，ごく身近なトピックなら読めても，未知
の領域の英文にはまったく手が出なかったり，音読しても英語とは
思えない発音であったりするならば，それはこれまでの学習法が
誤っていたことの証左である。
英文の印刷されたハンドアウトを配布する。基本方針は「訳読方
式」なので，学生はその英文を徹底して予習し，授業に臨めばよい。
授業では冒頭に発音アクセントのトレーニングや速読即解なども取
り入れることがある。
《到達目標》
この授業では，できるだけ多くの英文に触れ，英語を読むことの
楽しさを再発見してもらいたい。英語は暗号ではなく，ことばであ
る。ことばを大切に読む方法を探っていきたい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回 a） イントロダクション「大学生に求められる読解力」
ｂ） 公式予習シートを使用した予習の方法について
第２回：Reading Material 1：音読を取り入れる１
第３回：Reading Material 1：音読を取り入れる２
第４回：Reading Material 2：言語１
第５回：Reading Material 2：言語２
第６回：Reading Material 3：文化１
第７回：Reading Material 3：文化２
第８回：Reading Material 4：宗教１
第９回：Reading Material 4：宗教２
第10回：Reading Material 5：文化３
第11回：Reading Material 5：文化４
第12回：Reading Material 6：言語３
第13回：Reading Material 6：言語４
第14回 a） 学期末試験
b） 解説とふり返り
＊講義内容，進度には必要に応じて変更を加えることがある。
＊授業の一部をディクテーション課題に充てることがある。
履修上の注意
辞書を携行すること（電子辞書可）。
遅刻厳禁。
予習前提。比較的難しめの長い英文を扱うが，授業の進行はゆっ
くりなので，予習が追いつかない事態にはならないはず。
授業時の質問を歓迎するので，積極的な学習態度を期待します。
準備学習（予習・復習等）の内容
・各回に指定した範囲を読み込み、和訳を用意し、指定の方法で提
出する。不明な点があればその際に質問しておくことが望ましい。
予習とは、自分には分からない点が具体的に何であるのかを明ら
かにすることだからである。

履修上の注意
必ず予習をした上で授業に参加すること。
積極的な態度での授業参加を心がけること。
毎回、必ず辞書を持参すること。（英和、和英、あれば英英）
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回指名されることを念頭に、英文を読み、わからない単語はあ
らかじめ調べておくこと。その上でわからない箇所があれば明らか
にしておくこと。
教科書
World of Wonders Inspiring the Future（成美堂）
参考書
とくには定めない。授業中にプリントを配布することがある。
成績評価の方法
定期試験50%、平常点（授業参加・貢献度、小テスト・課題）
50%
その他
オフィスアワー: 質問がある場合には、授業の前後に申し出る、
もしくはメールをすること（メールアドレスは最初の授業で示す）。

教科書
Oh-o! Meiji クラスウェブから PDF ファイルをダウンロードする
こと。
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
良好な出席状況（授業回数の３分の２以上）が、期末試験を受け
るための必須条件である。
そのうえで、定期試験80％、授業への積極性・リアクション・課
題等20％。
その他
研究室は３号館４階，3-405にある。
オフィスアワー：火曜16時～17時。水曜13時30分～16時。
オフィスアワー以外でも，在室時には可能な限り，対応します。
授業前後のコンタクトやメールを通して、日時の都合を合わせれ
ば、確実です。
研究室連絡先＝ ysmeiji ＠ meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰa 農
（4）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
瀬端

科

名

英語Ⅰa 農
（5）

睦

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
英文法を復習しながら大学生に必要な英語コミュニケーションス
キルを身につけ、4技能の基礎固めを目指す。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
50’s 〜現代までの洋楽を聴きながら、歌の歌詞や歌に関するエッ
セイを読み、歌に関する会話を聞いていく。歌の歌詞を理解すると
同時に、その歌詞が書かれた歴史的・社会的背景を理解し、それに
対する自分の意見を英語で発信できるようになる。
授業内容
第１回 a :イントロダクション（授業の進め方、辞書の使い方、成
績評価の仕方など）
b: Unit 1 Stand by Me
（Ben E. King）
: 歌詞の理解
第２回 Unit 1 Stand by Me
（Ben E. King）:関係代名詞の that
第３回 Unit 1 Stand by Me
（Ben E. King）
: 読解
第４回 Unit 1 Stand by Me
（Ben E. King）
: 会話リスニング
第５回 Unit 3 Blowin’
in the Wind（Bob Dylan）
: 現在進行形
第６回 Unit 3 Blowin’
in the Wind（Bob Dylan）
: 読解
第７回 Unit 3 Blowin’in the Wind（Bob Dylan）:会話リスニング
第８回 Bohemian Rhapsody 鑑賞
第９回 Bohemian Rhapsody 会話リスニング
第10回 “We are the Champions”解説
第11回 Unit 8 Imagine
（John Lennon）:wonder if
第12回 Unit 8 Imagine
（John Lennon）:読解
第13回 Unit 8 Imagine
（John Lennon）:会話リスニング
第14回 a: 授業内容のまとめ
b: 期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
次回の授業範囲について、事前に辞書を引いて予習しておくこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
歌詞の意味と文法、リーディングの箇所を辞書を使って予習をし
てくること。歌を繰り返し聞いて、聞き取り、意味が分かるように
すること。
教科書
『ソングス＆カルチャー』関戸冬彦ほか著（朝日出版社）

単位数
1単位

担当者
熊田

和典

授業の概要・到達目標
この授業では , 現在社会の様々な分野の最新情報について英語で
書かれた文章を精読するとともに , その英文と同じテーマの会話を
学ぶ。その後 , 様々なタイプの練習問題を通して , 英語を読む力を
中心に聴く力 , 文法力 , 語彙力 , 表現する力を養う。扱う問題につ
いては
「授業内容」を参照のこと。
現代社会の最新情報を扱った英文を学習することを通して , 将来
専門教育や社会の要求に応えるための土台となる総合的な英語力を
養成することをこの授業の到達目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第1回 Introduction（授業の内容、英語の学習の仕方、成績評価の
基準などの説明）
第2回 Unit 1 Multisensory Art: Vocabulary Warm-Up, Reading
Passage
第3回 Unit 1 Multisensory Art: Reading Passage 以降の練習問
題
第4回 Unit 2 Personality and Inner Growth: Vocabulary WarmUp, Reading Passage
第5回 Unit 2 Personality and Inner Growth: Reading Passage
以降の練習問題
第6回 Unit 3 The Subterranean World: Vocabulary Warm-Up,
Reading Passage
第7回 Unit 3 The Subterranean World: Reading Passage 以 降
の練習問題
第8回 Unit 4 Elements of Genius: Vocabulary Warm-Up, Reading Passage
第9回 Unit 4 Elements of Genius: Reading Passage 以降の練習
問題
第10回 Unit 5 Sports Medicine: Vocabulary Warm-Up, Reading
Passage
第11回 Unit 5 Sports Medicine: Reading Passage 以降の練習問題
第12回 Unit 6 Cultural Awareness: Vocabulary Warm-Up, Reading Passage
第13回 Unit 6 Cultural Awareness: Reading Passage 以降の練習
問題
第14回 a. 講義（重要事項の確認、補足）
b. 期末試験
＊講義内容 , 進度には必要に応じて若干変更を加えることがある。
履修上の注意
英語力の向上を目指して , 授業に積極的に参加すること。授業時
の質問は歓迎する。
辞書を必ず携行すること。（電子辞書可。ただし , スマートフォン
など辞書以外の機器に付随したものは不可。）
遅刻厳禁。病欠などの突発的事情を除き , 無断欠席をしないこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習に関しては , Reading Passage において , 教科書の該当箇所
を読んで全体の内容の理解に努めること。その際に , わからない部
分を明確にし , その部分を辞書で調べておくこと。その他の練習問
題においては , 練習問題のタイプによって何を身につけるかを意識
して解答を用意すること。復習としては , できなかったところを重
点的にもう一度教科書の該当箇所を読む , あるいは解いてみるこ
と。さらに , Reading Passage や会話においては , 音声に合わせて
何度も自分で発音してみることが望ましい。
教科書
『Reading Fusion 3 』Andrew E. Bennett（南雲堂）

参考書
英語辞書
成績評価の方法
期末試験６０％＋平常点（授業への取り組み，課題など）４０％で総
合評価する。
その他
オフィスアワー：授業後に対応する

目

参考書
特に定めない。
成績評価の方法
定期試験（70％）と小テスト（単語テスト）（30％）で総合的に
評価する。小テストは数回実施する予定である。
その他
オフィスアワー：火曜日2時間目から4時間目の間の休憩の時間
（中央校舎3階講師控室）
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰa 化
（1）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
伊達

科

目

名

英語Ⅰa 化
（2）

恵理

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
「総合英語」 この授業では，多岐にわたる分野の論説を扱ったテ
キスト Reading Fusion 3を用い，Ia では性格の形成 , 天才の要素 ,
異文化理解 , 自給自足生活をトピックとした４つの Reading Passage を , 速読・精読を交えて扱います。本文の読解・論旨の把握と
ともに，CD の音声聞き取りによって耳から英文の内容に馴染み，
各 Reading に即した exercises によって内容・語彙理解の確認，リ
スニング、ライティング力の向上を図ります。各 Reading につき，
テキストのより深い内容理解の一助としてプリント教材を配布し，
必要に応じて映像資料の提示などを行います。
《授業の到達目標》
高校までに習得した英語力の上に立ち，大学レベルで必要とされ
る英語リーディング，リスニング，ライティングの基礎力を総合的
に養うことを目的とします。特にこの授業では，論理的な英文読解
の基礎技能，文法力・語彙力を向上させ，英語論説記事の内容・情
報を的確に読みとるための土台作りを目標とします。
授業内容
第１回： Introduction
第２回： Personality and Inner Growth（１） Pre-Reading Questions
- Reading 本文読解①
第３回： Personality and Inner Growth（２） Reading 本文読解②
第４回： Personality and Inner Growth（３） Reading 本文読解③・
テキスト設問
第５回： Elements of Genius（１） Pre-Reading Questions - Reading
本文読解①
第６回： Elements of Genius（２） Reading 本文読解②
第７回： Elements of Genius（３） Reading 本文読解③・テキスト設問
第８回： Cultural Awareness（１） Pre-Reading Questions - Reading 本文読解①
第９回： Cultural Awareness（２） Reading 本文読解②
第10回：Cultural Awareness（３） Reading 本文読解③・テキスト
設問
第11回：Living off the Grid（１）
Pre-Reading Questions - Reading
本文読解①
第12回：Living off the Grid（２）
Reading 本文読解②
第13回：Living off the Grid（３）
Reading 本文読解③・テキスト
設問
第14回：a. 試験 b. 正答解説
＊講義の進度は必要に応じ変更することがあります
履修上の注意
テキストの内容理解および習熟度の確認のため，個々の受講生と
の質疑応答を重視しますので，積極的な授業参加が求められます。
ある程度分量のある長文を読むので，十分に予習をし、疑問点など
を前もって明らかにしておくと良いでしょう。
授業中の私語，特段理由のない中途退出など，他の受講生の迷惑
になる行為は厳重に注意します。
準備学習（予習・復習等）の内容
[ 予習 ]
授業では，テキストの設問に加えて，各 Reading Passage の内容
理解・構成整理のためのプリントを配布し，教員がそれらに基づい
た質問・解説を行う形で Reading 本文の読解を進めます。プリント
教材やテキストの設問に解答した上で，それらの設問以外の箇所に
ついても疑問点があれば明らかにできるよう，単語・成句や構文を
含めて Reading 本文を十分に読み込み，パラグラフの論旨を把握し
て授業に備えて下さい。
[ 復習 ]
授業で各パラグラフ内の文章構成，論旨の展開を確認した後は，
Reading 全体の，知らない語句，忘れていた語句は必ずチェックし，
注意すべき発音も確認して下さい。
教科書
Reading Fusion 3, Andrew E. Bennet 著（南雲堂）

単位数

担当者

1単位

中村美帆子

授業の概要・到達目標
「英語4技能の向上」
《授業の概要》
NHK の英語ニュースを教材として、英語の4技能（Listening,
Speaking, Reading, Writing）を総合的に高める。ニュースを視聴し
て内容を把握し、そこから読み取れる諸問題について考え、自分の
意見を英語で表現する力を身につける。その他の映像資料や新聞・
雑誌記事等も適宜取り入れる。
《到達目標》
1. 語彙や表現を習得する。
2. 時事問題に関する知識を得て、
多方面から検討できるようになる。
授業内容
第1回：イントロダクション
第2回：Unit 1-1（The Challenges of Teaching English amid
Coronavirus）
第3回：Unit 1-2
第4回：Unit 2-1（Students Keeping Memory of Shuri Castle
Alive）
第5回：Unit 2-2
第6回：小テスト1, まとめ
第7回：Unit 3-1（A Bitter Taste for Healthy Fish）
第8回：Unit 3-2
第9回：Unit 4-1（Robots Luring Diners Back）
第10回：Unit 4-2
第11回：小テスト2, まとめ
第12回：Unit 5-1（Toilet Designs Aim to Flush Away Issues）
第13回：Unit 5-2
第14回：a. 試験 , b. まとめ

履修上の注意
1. 毎回の授業には、必ず辞書を持参すること（英和、和英）。
2. 5回以上欠席した場合は単位を与えない。遅刻・早退は3回で
1回の欠席とみなす。
3. この授業では教科書の前半（Units 1-7）から5つの unit を選
んで使用する。教科書の後半（Units 8-15）は、秋学期の「英
語 Ib」で使用する。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：単語や表現を辞書で調べ、練習問題を解く。
復習：内容や語彙を確認し、小テストと試験に備える。
教科書
『NHK NEWSLINE 5 / 映像で学ぶ NHK 英語ニュースが伝える
日本 5』,Tatsuroh Yamazaki 他著（金星堂）
参考書
資料を適宜配布する。

参考書
なし
成績評価の方法
定期試験60％，平常点（課題の提出とその内容，出欠状況・予習・
質疑応答等の授業参加度，小テストなどの成績）40％。 単位取得
に必要な出席日数を満たしていることを成績評価の前提とします。

成績評価の方法
期末試験50％, 小テスト30％, 授業への参加度20％

その他
オフィスアワー：木曜日12：50～13：20

その他
連絡先：最初の講義で示す。

中央棟３ F 講師控室
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰa 化
（3）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
狩野

科

目

名

英語Ⅰa 化
（4）

晃一

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標およびテーマ》
高等学校までの英語学習を基礎として、高度な総合的な英語運用
を目指す。
《授業の概要》
さまざまなタイプの英文を読み、英文のみならずそこに書かれた
内容の理解に努める。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：B. Russell （1）
第３回：B. Russell （2）
第４回：B. Russell （3）
第５回：E. Hoffer （1）
第６回：E. Hoffer （2）
第７回：E. Hoffer （3）
第８回：Letter （1）
第９回：Letter （2）
第10回：Letter （3）
第11回：G. Orwell （1）
第12回：G. Orwell （2）
第13回：G. Orwell （3）
第14回：まとめ、期末試験

単位数
1単位

担当者
小嶺

智枝

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
「４技能向上を目指す」
リーディング，リスニング，スピーキング、ライティングなど，各
技能の向上を総合的に目指します。
《授業の概要》
多様なトピックを扱ったリーディング活動，シャドーイング，ロー
ルプレイイング，ダイアローグなど，様々な練習を通して英語能力
の向上を目指します。学習した内容に応じてペアやグループで会話
プラクティスやディスカッションを行います。
授業内容
第１回：Orientation
第２回：Unit 1
第３回：同上
第４回：Unit 2
第５回：同上
第６回：Unit 3
第７回：同上
第８回：Mid-term test/Unit 4
第９回：同上
第10回：Unit 5
第11回：同上
第12回：Unit 6
第13回：同上
第14回：a. まとめ b. 学期末試験
※講義内容や Unit の順番は必要に応じて変更になる場合がある。

履修上の注意
予習は必須。積極的な授業への参加（発言等）が求められる。

履修上の注意
ペア・グループワークを多く取り入れます。積極的姿勢で授業に
参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容
予習（20分）はどこがわからない点を明確にすること。復習（40
分）は授業で明らかになった点を重点的に繰り返して行う。

準備学習（予習・復習等）の内容
Reading passage の予習、Writing の宿題を行うこと。

教科書
授業内でプリントを配布する。

教科書
Global Issues（Sanshusha）

参考書
授業内で適宜指示する。

参考書
特に定めない。

成績評価の方法
平常点（課題、小テストなど）40％、試験60％の総合評価。

成績評価の方法
定期試験50％，平常点（出席、小テスト、発表などを含む）50％
の総合評価

その他
オフィス・アワー：金曜日・３時限目
英語第Ⅱ研究室（3号館404号室）

その他
オフィスアワー：木曜日12.30-13.30（中央校舎3F 講師控室）
tomoek@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰa 化
（5）

科目ナンバー：(AG)LAN111M

単位数

担当者

1単位

樋渡さゆり

科

目

名

英語Ⅰa 生
（1）

授業の概要・到達目標
「（5）総合英語」
≪授業の概要≫
総合的な語学力を養い、応用として論説文を読む．授業前半の
Module a ではリスニング＆ヴォキャブラリーのテキストを用いて
コミュニケーション能力を養う．後半の Module b では論説文テキ
ストによりリーディングを行う．テキスト内容は英国文化の諸相を
アカデミックな視点から読み解くエッセイ．テキスト難易度は、出
版社の判断では TOEIC 500-600点レベル．
≪到達目標≫
論説文の正確な読解、基本的なヴォキャブラリーの涵養、リスニ
ング力の向上、文法事項の理解定着などを目標とする．研究活動や
TOEFL, TOEIC などの英語技能試験に対応できるように、大学生
にふさわしい英語学習の基本的なパターン構築を目指す．
授業内容
第１回：a のみ : イントロダクション
第２回：Listening & Vocabulary Photograph 1 ／ リ ー デ ィ ン グ
Ch.1から基本的には章立て順に講読する（演習科目の特
性上、リーディングの進度は「履修者の理解到達度を重要
視してフィードバックを返すパターン」を反復して授業を
展開し、最適化する）
第３回：L&V Photograph 2／辞書について／リーディング
第４回：L&V Photograph 3／リーディング
第５回：L&V Photograph 4／リーディング
第６回：L&V Photograph 5／リーディング
第７回：L&V Photograph 6／リーディング
第８回：復習と補足
第９回：L&V Photograph 7／リーディング
第10回：L&V Photograph 8／リーディング
第11回：L&V Photograph 9／リーディング
第12回：L&V Photograph 10／リーディング
第13回：L&V Photograph 11／リーディング
第14回：a: まとめ , b: 期末定期試験
履修上の注意
資料掲示や課題提出、連絡等に Oh-o!Meiji のクラスウェブを使用．
高校で学んだ内容に基礎を置きますが、次のステップへ向けて新し
い学習習慣を身に着ける心構えで授業に臨んでください．
準備学習（予習・復習等）の内容
Module a: テキストの指定された範囲の活動を各自で行い、授業
では答え合わせから始める．
Module b: テキストの指定された範囲を辞書を用いて予め読んで
くる．各回受講後は、内容や文法事項を確認し、補足して理解を深
める．
教科書
Module a:『What’s the Picture Saying? 』Haruki Lee（朝日出版
社）
Module b:『Aspects of British Culture: Academic Approaches』
（音声ダウンロードつき）Andrew Houwen ほか（金星堂）
参考書
辞書については授業中に紹介．下記と同程度の辞書を薦める
『プログレッシブ英和中辞典』（小学館）
『リーダーズ英和辞典』（研究社）
成績評価の方法
授業実施回数の２／３以上に出席している履修者を評価対象とし
ます．対象外の場合は「T」となります .
期末定期試験 60％，平常点（出席状況，課題提出など）40％で
評価．
その他
質問は随時受けるがオフィスアワーは以下のとおり : 英語第 I 研
究室（第一校舎 ３号館４階）、詳細はクラスウェブに掲示 .
連絡にはクラスウェブを利用します

単位数
1単位

担当者
原田

英子

授業の概要・到達目標
＜英語の運用能力を高める＞
現代社会における、世界での様々な問題や取り組みについて取り
上げた英文エッセイを読み、異文化理解や読解力、語彙力の増強を
図る。英文の中の情報を的確に読み解けるようにすることがこの授
業での目標である。また、不定期に音読の練習もする。
上記の目的・目標のために，基本的にテキストに沿って1回の授
業で1課進め、10課まで終了することを目指す。学生の要望やテキ
ストのトピックにあわせて補足的なリーディングのプリントを配布
し，リーディング能力の増強をする。また、必要に応じて映像を使っ
て理解を深める。1課終わるごとにクラスウェブ上で小テストをす
る。
授業内容
第１回 イントロダクション（授業方法・テキストの説明 ）
第2回 Chapter 1 Flying Gold — Honey and Honey Bees
第3回 Chapter 2 Worth Their Weight in Gold — The History
of Spices
第4回 Chapter 3 Superfood — The Incredible Banana
第5回 Chapter 4 Golden Rice and Insect Burgers — The Future of Food
第6回 Chapter 5 Glasses that Make You Smarter — Wearable
Technology and Augmented Reality
第7回 Chapter 6 The World’s Largest Schools — The Increasing Popularity of MOOCs
第8回 Chapter 7 Choices, Choices — How to Make Better Decisions
第9回 Chapter 8 Ther’
s No Such Thing as Trash
第10回 Chapter 9 Printing the Future — How 3D Printing Is
Changing the World
第11回 Chapter 10 Tuesday’
s Child Is Full of Grace
第12回 補足プリント、DVD（1）
第13回 補足プリント、DVD（2）
第14回 a: 授業内容のまとめ b: 確認テスト
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。
履修上の注意
必ず予習をした上で授業に参加すること。
積極的な態度での授業参加を心がけること。
毎回、必ず辞書を持参すること。（英和、和英、あれば英英）
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回指名されることを念頭に、英文を読み、わからない単語はあ
らかじめ調べておくこと。その上でわからない箇所があれば明らか
にしておくこと。
教科書
World of Wonders Inspiring the Future（成美堂）
参考書
とくには定めない。授業中にプリントを配布することがある。
成績評価の方法
定期試験50%、平常点（授業参加・貢献度、小テスト・課題）
50%
その他
オフィスアワー: 質問がある場合には、授業の前後に申し出る、
もしくはメールをすること（メールアドレスは最初の授業で示す）。
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰa 生
（2）

科目ナンバー：(AG)LAN111M

単位数

担当者

1単位

中須賀稚子

科

名

英語Ⅰa 生
（3）

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》「総合英語」

単位数
1単位

担当者
原

功

授業の概要・到達目標

日本の学生のために書かれたエッセイを読む。
日本人的な発想でも読み解ける英文なので、受験英語を経験してき
た学生ならば
それほど困難ではないレベルの英文である。
ただし、扱う内容が、現代の様々なジャンルにわたっているので、
英文はわかるが、内容として
理解できるか、という点が問題である。この授業では、英文を読み、
内容を理解する、ことを目標とする。
《授業の概要》
学生の予習に基づいて授業は進行する。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方，辞書の使い方，成
績評価の方法と基準についての説明）
b：プリントを使った演習
第２回： 第1課 100円ショップ １回目
第３回： 同 ２回目
第４回： 第2課 仕事と生活のバランス １回目
第５回： 同 ２回目
第６回： 第3課 日本の老舗 １回目
第７回： 同 ２回目
第８回： 第4課 １回目
第９回： 同 ２回目
第10回： 第5課 リモートワーク １回目
第11回： 同 ２回目
第12回： 第6課 購買意欲を刺激する
第13回： 第7課 ゲーマーの秘密
第14回 a：まとめ
b：到達度確認試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
必ず教室に辞書（スマートフォンの辞書は内容が不十分なため望
ましくない）を持参のこと
また、授業中に洗面所に抜ける学生を多く見かけるようになった。
体調不良の時はその限りではないが、授業中、洗面所に行かなくて
も済むように、生活などをコントロールすることは心掛けてほしい。
教員も、他の学生も気が散るので、お互いのため、授業中の教室
の出入りは最小限にとどめてください
準備学習（予習・復習等）の内容
知らない語句は辞書を引き意味や用法を調べておくこと。
英文の内容を、自分なりに理解できているか、自分で考えておくこ
と。
単語の意味が分かれば英文の内容が分かる、ということではない、
部分もあるので、単語の意味は分かるのに、何を言っているのか分
からない、という部分を自分なりに見つけ、授業内でその部分を「納
得」できるよう、予習をしてきてください
翻訳アプリを使いたい、という誘惑に打ち勝てるよう、努力して
ください。
教科書
Understanding the World Today 『現代を取り巻く新しい真実』
（成美堂 ,2022）
参考書
授業内で指示する
成績評価の方法
筆記試験（授業内及び期末実施予定）70%，授業への取り組み（出
席点ではない）30% で総合評価する。
期末の試験の受験資格は、授業３分の２以上出席が必要である。
欠席が５回を超えた段階で受験資格を失うが、遅刻は３回で欠席
１回となり、遅刻、欠席のトータルの減点が、
授業の3分の１を超えると、受験資格を失う。
欠席と共に、遅刻にも注意するように。
その他
オフィス・アワー：金曜日の昼休み、いづれかの講師控室

目

《授業の概要》
この授業では、農学部での学修に必要と思われる英語のスキルの
うち、特に必要かつ独習が難しいと考えられる英文読解力と英作文
力の養成を行います。国内外の研究成果の多くは英語で発表されて
いるため、その内容を正確に捉えることと自分の考えを適切な英語
で表現することはこれからの学修活動に必須であると思われます。
従って、自力で英文を読んだり、書いたりするために身につける必
要のある知識を順を追って身につけ、多くの演習を通じてスキルを
高めていきます。
英文読解は、教科書掲載の英文を各自で日本語に訳すことから始
めます。提出課題として、指定された範囲の英文を和訳したレポー
トを作成し、Oh-o! Meiji のクラスウェブに提出してもらいます。期
限内に提出された和訳は担当者が全て目を通し、添削した上で授業
当日に返却します。授業では添削された和訳を見ながら解説を聞き、
どう読めばよかったのか、どう理解するべきだったのかを学び、次
の課題に生かします。
英作文はパラグラフライティングを中心とし、様々なパラグラフ
の構成法を学んだ上で実際に書いてもらいます。書かれたものは添
削し、コメントを付けて返却した上で、授業内で解説します。
《授業の達成目標及びテーマ》
1）英文を自力で読み取ることができるようになること
2）自分の考えを適切に英語で表現できるようになること

授業内容
第１回： a. 授
 業概要の説明 b. 英文を「読む」
「書く」ための準備
学習
第２回： Writing Unit 1
第３回： Writing Unit 2
第４回： Writing Unit 3
第５回： Reading Chapter 1
第６回： Reading Chapter 2
第７回： Reading Chapter 3
第８回： Writing Unit 4
第９回： Writing Unit 5
第10回： Writing Unit 6
第11回： Reading Chapter 4
第12回： Reading Chapter 5
第13回： Reading Chapter 6
第14回： a. 期末試験 b. 総括と今後の学習の指針

履修上の注意
1）この授業は始業時刻と同時に開始しますので、間に合うように
教室に着席してください。理由なく大幅に遅刻した場合は出席
したものとみなしません。
2）授業時数の3分の1を超える欠席（5回以上）は評価の対象と
しません。やむを得ない理由で欠席する場合は許可を得た上で
代替手段で自習し、課題を提出して下さい。
3）読むにせよ書くにせよ、
能動的な学習姿勢が求められます。
従っ
て、授業に参加する意志がないものと判断した場合、度重なる
警告にも関わらず授業と関係のない行為を継続している場合に
ついては、たとえ教室にいても出席したものとみなしません。

準備学習（予習・復習等）の内容
この授業において、予習は提出課題として評価の一部となります。
1）教科書の指定された箇所を和訳し、提出すること （60分）
提出すること （60分）
2）授業中に指示された英作文課題に取り組み、
復習としては、次のことを推奨します。
1）添削された和訳を見直し、訳せなかった箇所、誤訳した箇所を
確認すること （30分）
2）添削された英作文を見直し、文法、語法などを確認すること （30分）

教科書
1）
『Considering Tomorrow: 15 Changes to Prepare for（変わりゆ
く世界：明日の世界を考える15のトピック）
』音羽書房鶴見書店
2）
『Skills for Better Writing <Intermediate>（構造で書く英文エッ
セイ ＜中級編＞）
』
. 南雲堂
※これらの教科書は秋学期「英語Ｉｂ生（3）
」でも継続して使用
します。

参考書
未知の英文を読んだり、母語でない言語の文章を書いたりするの
に辞書が必要なのは言うまでもありません。しかしながら、どのよ
うな辞書を用意すればいいか迷っている人も多いことでしょう。ま
ずは、どのような辞書でも良いので、手持ちの辞書を持参し、使っ
てみてください。学習が進む中で手持ちの辞書では役に立たないと
感じることがあるでしょう。その時にこそ、どのような辞書が必要
なのかが見えてくることでしょう。
成績評価の方法
出席率が規定以上であることを前提として、次の観点により評価し
ます。
和訳課題
20%
作文課題
20%
コメントペーパー 10%
期末試験
50%

その他
授業に関する質問などは授業前後に教室で受けます。また、Oh-o!
Meiji の「ディスカッション」に質問専用のスレッドを用意する他、
質問専用のメールアドレスをお知らせします。
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰa 生
（4）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
川村

科

目

名

英語Ⅰa 生
（5）

晶彦

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
「異文化間コミュニケーションについて英語で読み、考え、発信
する」
語彙・文法・語法をはじめとする基礎的英語力を活用し、異文化
間コミュニケーションについて読み、考え、意見を発信することで、
大学生に必要な英語力を身につけるだけでなく、異文化間コミュニ
ケーションへの理解を深める。
《授業の概要》
毎回、授業開始時に語彙、文法・語法あるいは簡単なスピーキン
グの小テストを行う。その後、1つのトピックにつき2回の授業で
英文を読み、考え、英語で意見を発信する練習を行う。
＊英語による意見の発信はグループ・ワークおよびピア・レビュー
を中心としたライティングを想定しているが、必要に応じてプレゼ
ンテーション等も行う。
授業内容
第１回：Introduction & Getting to know each other
第２回：Whose English?（Reading）
第３回：Whose English?（Writing）
第４回：”My mother isn’
t well, sir.”
（Reading）
第５回：”My mother isn’
t well, sir.”
（Writing）
第６回：Your variety is better than mine.（Reading）
第７回：Your variety is better than mine.（Writing）
第８回：Saying hello.（Reading）
第９回：Saying hello.（Writing）
第10回：What is the Culture of English?（Reading）
第11回：What is the Culture of English?（Writing）
第12回：Where should I go to learn English?
第13回：英語圏のポップカルチャー
第14回：a：まとめ b：期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

単位数
1単位

担当者
狩野

晃一

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標およびテーマ》
高等学校までの英語学習を基礎として、高度な総合的な英語運用
を目指す。
《授業の概要》
さまざまなタイプの英文を読み、英文のみならずそこに書かれた
内容の理解に努める。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：B. Russell （1）
第３回：B. Russell （2）
第４回：B. Russell （3）
第５回：E. Hoffer （1）
第６回：E. Hoffer （2）
第７回：E. Hoffer （3）
第８回：Letter （1）
第９回：Letter （2）
第10回：Letter （3）
第11回：G. Orwell （1）
第12回：G. Orwell （2）
第13回：G. Orwell （3）
第14回：まとめ、期末試験

履修上の注意
英語で意見を発信してもらう上で、パソコンを使用する。オフィ
ス系のソフトの基礎的活用能力は必須である。
準備学習（予習・復習等）の内容
受講者は毎回，十分な準備をした上で自分の疑問点をはっきりと
させて授業に臨むこと。当然ながら，テキストや事前に配布したプ
リント等，予習可能な教材に関しては，しっかりと目を通し，予習
した上で出席すること。
教科書
初回に指示する。
参考書
中辞典クラス以上の学習辞典（英和または英英）
＊電子辞書を推奨するが、スマホ等を介してオンライン辞書を利用
する場合は一定の基準を満たしたサイトのみ可。
成績評価の方法
授業への参加度（30％），小テスト（10％），課題等（10％）によ
る平常点及び期末試験（50％）を総合的に評価する。
＊詳細は初回授業時に説明する。
その他
連絡先：初回授業時に指示する。

履修上の注意
予習は必須。積極的な授業への参加（発言等）が求められる。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習（20分）はどこがわからない点を明確にすること。復習（40
分）は授業で明らかになった点を重点的に繰り返して行う。
教科書
授業内でプリントを配布する。
参考書
授業内で適宜指示する。
成績評価の方法
平常点（課題、小テストなど）40％、試験60％の総合評価。
その他
オフィス・アワー：金曜日・３時限目
英語第Ⅱ研究室（3号館404号室）
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰa 政
（1）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
行田

科

名

英語Ⅰa 政
（2）

勇

授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
・テレビニュース（ＢＢＣワールド）を素材に、メディアの英語を
学びます。
・真のコミュ ニケーション能⼒のための「聴解⼒の養成」を第⼀
の⽬標とします。
効果的なコミュニケーションとは、⾃分の⾔いたいことを⼀⽅的
に相⼿に伝えるだけではありません。相⼿の⾔うことを正しく理解
した上で、それに適切に対応することが重要です。ただ⼀⽅的にしゃ
べりまくるだけでは「コミュニケーション」とはいえません。本当
に「発信」する⼒をつけるには、まずは「聴く⼒」を養成すること
が何よりも⼤切なのです。
≪到達目標≫
・最新のニュースプログラムを編集した音声教材を用いて、生のメ
ディア英語を耳から学ぶことができるとともに、英国社会の話題
や国際情勢について学ぶことができる。
・単なる「音」の認識ではなく、「内容の理解」に目的を絞ること
によって、自然な速度で話される英語を聞き取るコツを身につけ
ることができる。
・速くて難しい教材でも、やさしい学習作業（タスク）を組み合わ
せて、無理なく確実に理解してゆくことができる。
・自らすすんで学習する態度を身につけ、自律的な英語学習を習慣
化する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回 イントロダクション（授業方法・成績評価の説明）
第２回・第３回 Unit １
第４回・第５回 Unit ２
第６回・第７回 Unit ３
第８回・第９回 Unit ４
第10回・第11回 Unit ５
第12回・第13回 Unit ６
第14回 ａ：まとめ ｂ：試験
内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
皆勤とは無縁の学生には、相当な覚悟が無い限り受講をお勧めし
ません。
講義形式ではなく、緊張感のある演習形式の油断できない授業で
す。
多大なる集中力・労力・勤勉さが要求される授業です。
色々な意味で忍耐力が要求される授業です。
準備学習（予習・復習等）の内容
隔週で在宅学習による課題の提出が義務付けられます。
提出期限に遅れた課題は、理由のいかんを問わず、一切受け取り
ません。
課題以外にも、かなりの時間をかけて自宅で学習をすることが要
求されます。
教科書
『British News Update ３４ 映像で学ぶ イギリス公共放送の最新
ニュース４』
Timothy Knowles 他 編著
出版社 金星堂
テキストは各自購入のうえ、毎回必ず持参して下さい。
テキストがないと授業に参加できません。
参考書
CALL 教材『Listen to Me!』
この教材は大学のパソコンにインストール済みなので購入する必
要はありません。
成績評価の方法
成績評価方法の詳細については第1回授業で説明しますが、以下
は基本方針です。
定期試験50％，平常点（授業中の発表・課題の提出等）50％。
毎回欠かさずきちんと授業に参加していない場合、定期試験での
一発逆転はありえません。
皆勤は当然の義務なので、欠席・遅刻・早退および課題未提出に
対してはそれぞれ大幅な減点をします。
その他
オフィスアワーと連絡方法は授業中に指示します。

目

単位数
1単位

担当者
原田

英子

授業の概要・到達目標
＜英語の運用能力を高める＞
現代社会における、世界での様々な問題や取り組みについて取り
上げた英文エッセイを読み、異文化理解や読解力、語彙力の増強を
図る。英文の中の情報を的確に読み解けるようにすることがこの授
業での目標である。また、不定期に音読の練習もする。
上記の目的・目標のために，基本的にテキストに沿って1回の授
業で1課進め、1課から10課まで終了することを目指す。学生の要
望やテキストのトピックにあわせて補足的なリーディングのプリン
トを配布し，リーディング能力の増強をする。また、必要に応じて
映像を使って理解を深める。1課終わるごとにクラスウェブ上で小
テストをする。
授業内容
第１回 イントロダクション（授業方法・テキストの説明 ）
第2回 Chapter 1 Flying Gold — Honey and Honey Bees
第3回 Chapter 2 Worth Their Weight in Gold — The History
of Spices
第4回 Chapter 3 Superfood — The Incredible Banana
第5回 Chapter 4 Golden Rice and Insect Burgers — The Future of Food
第6回 Chapter 5 Glasses that Make You Smarter — Wearable
Technology and Augmented Reality
第7回 Chapter 6 The World’
s Largest Schools — The Increasing Popularity of MOOCs
第8回 Chapter 7 Choices, Choices — How to Make Better Decisions
第9回 Chapter 8 Ther’
s No Such Thing as Trash
第10回 Chapter 9 Printing the Future — How 3D Printing Is
Changing the World
第11回 Chapter 10 Tuesday’
s Child Is Full of Grace
第12回 補足プリント、DVD（1）
第13回 補足プリント、DVD（2）
第14回 a: 授業内容のまとめ b: 確認テスト
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意
必ず予習をした上で授業に参加すること。
積極的な態度での授業参加を心がけること。
毎回、必ず辞書を持参すること。（英和、和英、あれば英英）
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回指名されることを念頭に、英文を読み、わからない単語はあ
らかじめ調べておくこと。その上でわからない箇所があれば明らか
にしておくこと。
教科書
World of Wonders Inspiring the Future（成美堂）
参考書
とくには定めない。授業中にプリントを配布することがある。
成績評価の方法
定期試験50%、平常点（授業参加・貢献度、小テスト・課題）
50%
その他
オフィスアワー: 質問がある場合には、授業の前後に申し出る、
もしくはメールをすること（メールアドレスは最初の授業で示す）。
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰa 政
（3）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
熊田

科

目

名

英語Ⅰa 政
（4）

和典

授業の概要・到達目標
この授業では , 現在社会の様々な分野の最新情報について英語で
書かれた文章を精読するとともに , その英文と同じテーマの会話を
学ぶ。その後 , 様々なタイプの練習問題を通して , 英語を読む力を
中心に聴く力 , 文法力 , 語彙力 , 表現する力を養う。扱う問題につ
いては
「授業内容」を参照のこと。
現代社会の最新情報を扱った英文を学習することを通して , 将来
専門教育や社会の要求に応えるための土台となる総合的な英語力を
養成することをこの授業の到達目標とする。
授業内容
第1回 Introduction
（授業の内容、英語の学習の仕方、成績評価の
基準などの説明）
第2回 Unit 1 Multisensory Art: Vocabulary Warm-Up, Reading
Passage
第3回 Unit 1 Multisensory Art: Reading Passage 以降の練習問
題
第4回 Unit 2 Personality and Inner Growth: Vocabulary WarmUp, Reading Passage
第 5 回 Unit 2 Personality and Inner Growth: Reading Passage
以降の練習問題
第6回 Unit 3 The Subterranean World: Vocabulary Warm-Up,
Reading Passage
第7回 Unit 3 The Subterranean World: Reading Passage 以降
の練習問題
第8回 Unit 4 Elements of Genius: Vocabulary Warm-Up, Reading Passage
第9回 Unit 4 Elements of Genius: Reading Passage 以降の練習
問題
第10回 Unit 5 Sports Medicine: Vocabulary Warm-Up, Reading
Passage
第11回 Unit 5 Sports Medicine: Reading Passage 以降の練習問題
第12回 Unit 6 Cultural Awareness: Vocabulary Warm-Up, Reading Passage
第13回 Unit 6 Cultural Awareness: Reading Passage 以降の練習
問題
第14回 a. 講義（重要事項の確認、補足）
b. 期末試験
＊講義内容 , 進度には必要に応じて若干変更を加えることがある。
履修上の注意
英語力の向上を目指して , 授業に積極的に参加すること。授業時
の質問は歓迎する。
辞書を必ず携行すること。（電子辞書可。ただし , スマートフォン
など辞書以外の機器に付随したものは不可。）
遅刻厳禁。病欠などの突発的事情を除き , 無断欠席をしないこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習に関しては , Reading Passage において , 教科書の該当箇所
を読んで全体の内容の理解に努めること。その際に , わからない部
分を明確にし , その部分を辞書で調べておくこと。その他の練習問
題においては , 練習問題のタイプによって何を身につけるかを意識
して解答を用意すること。復習としては , できなかったところを重
点的にもう一度教科書の該当箇所を読む , あるいは解いてみるこ
と。さらに , Reading Passage や会話においては , 音声に合わせて
何度も自分で発音してみることが望ましい。
教科書
『Reading Fusion 3 』Andrew E. Bennett（南雲堂）

単位数
1単位

担当者
瀬端

睦

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
英文法を復習しながら大学生に必要な英語コミュニケーションス
キルを身につけ、4技能の基礎固めを目指す。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
50’s 〜現代までの洋楽を聴きながら、歌の歌詞や歌に関するエッ
セイを読み、歌に関する会話を聞いていく。歌の歌詞を理解すると
同時に、その歌詞が書かれた歴史的・社会的背景を理解し、それに
対する自分の意見を英語で発信できるようになる。
授業内容
第１回 a :イントロダクション（授業の進め方、辞書の使い方、成
績評価の仕方など）
b: Unit 1 Stand by Me
（Ben E. King）:歌詞の理解
第２回 Unit 1 Stand by Me
（Ben E. King）:関係代名詞の that
第３回 Unit 1 Stand by Me
（Ben E. King）:読解
第４回 Unit 1 Stand by Me
（Ben E. King）:会話リスニング
第５回 Unit 3 Blowin’
in the Wind（Bob Dylan）
: 現在進行形
第６回 Unit 3 Blowin’
in the Wind（Bob Dylan）
: 読解
第７回 Unit 3 Blowin’
in the Wind
（Bob Dylan）
: 会話リスニング
第８回 Bohemian Rhapsody 鑑賞
第９回 Bohemian Rhapsody 会話リスニング
第10回“We are the Champions”解説
第11回 Unit 8 Imagine
（John Lennon）:wonder if
第12回 Unit 8 Imagine
（John Lennon）:読解
第13回 Unit 8 Imagine
（John Lennon）:会話リスニング
第14回 a: 授業内容のまとめ
b: 期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
次回の授業範囲について、事前に辞書を引いて予習しておくこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
歌詞の意味と文法、リーディングの箇所を辞書を使って予習をし
てくること。歌を繰り返し聞いて、聞き取り、意味が分かるように
すること。
教科書
『ソングス＆カルチャー』関戸冬彦ほか著（朝日出版社）
参考書
英語辞書

参考書
特に定めない。
成績評価の方法
定期試験（70％）と小テスト（単語テスト）（30％）で総合的に
評価する。小テストは数回実施する予定である。
その他
オフィスアワー：火曜日2時間目から4時間目の間の休憩の時間
（中央校舎3階講師控室）

成績評価の方法
期末試験６０％＋平常点（授業への取り組み，課題など）４０％で総
合評価する。
その他
オフィスアワー：授業後に対応する

― 57 ―

科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰa 政
（5）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
下永

科

目

名

英語Ⅰb 農
（1）

裕基

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
「未知を読むための英語力」
英語に限らず，書かれたものを読む方法は，読む目的やその内容
によって異なる。しかし英語になると多くの場合，学生は偏った方
法でしか読むことができないようである。一文ずつ読めても全体の
意味が分からなかったり，ごく身近なトピックなら読めても，未知
の領域の英文にはまったく手が出なかったり，音読しても英語とは
思えない発音であったりするならば，それはこれまでの学習法が
誤っていたことの証左である。
英文の印刷されたハンドアウトを配布する。基本方針は「訳読方
式」なので，学生はその英文を徹底して予習し，授業に臨めばよい。
授業では冒頭に発音アクセントのトレーニングや速読即解なども取
り入れることがある。
《到達目標》
この授業では，できるだけ多くの英文に触れ，英語を読むことの
楽しさを再発見してもらいたい。英語は暗号ではなく，ことばであ
る。ことばを大切に読む方法を探っていきたい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回 a） イントロダクション「大学生に求められる読解力」
ｂ） 公式予習シートを使用した予習の方法について
第２回：Reading Material 1：音読を取り入れる１
第３回：Reading Material 1：音読を取り入れる２
第４回：Reading Material 2：言語１
第５回：Reading Material 2：言語２
第６回：Reading Material 3：文化１
第７回：Reading Material 3：文化２
第８回：Reading Material 4：宗教１
第９回：Reading Material 4：宗教２
第10回：Reading Material 5：文化３
第11回：Reading Material 5：文化４
第12回：Reading Material 6：言語３
第13回：Reading Material 6：言語４
第14回 a） 学期末試験
b） 解説とふり返り
＊講義内容，進度には必要に応じて変更を加えることがある。
＊授業の一部をディクテーション課題に充てることがある。

単位数
1単位

担当者
行田

勇

授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
・テレビニュース（ＢＢＣワールド）を素材に、メディアの英語を
学びます。
・真のコミュ ニケーション能⼒のための「聴解⼒の養成」を第⼀
の⽬標とします。
効果的なコミュニケーションとは、⾃分の⾔いたいことを⼀⽅的
に相⼿に伝えるだけではありません。相⼿の⾔うことを正しく理解
した上で、それに適切に対応することが重要です。ただ⼀⽅的にしゃ
べりまくるだけでは「コミュニケーション」とはいえません。本当
に「発信」する⼒をつけるには、まずは「聴く⼒」を養成すること
が何よりも⼤切なのです。
≪到達目標≫
・最新のニュースプログラムを編集した音声教材を用いて、生のメ
ディア英語を耳から学ぶことができるとともに、英国社会の話題
や国際情勢について学ぶことができる。
・単なる「音」の認識ではなく、「内容の理解」に目的を絞ること
によって、自然な速度で話される英語を聞き取るコツを身につけ
ることができる。
・速くて難しい教材でも、やさしい学習作業（タスク）を組み合わ
せて、無理なく確実に理解してゆくことができる。
・自らすすんで学習する態度を身につけ、自律的な英語学習を習慣
化する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回・第２回 Unit ７
第３回・第４回 Unit ８
第５回・第６回 Unit ９
第７回・第８回 Unit １０
第９回・第１０回 Unit １１
第１１回・第１２回 Unit １２
第１３回 Unit １３
第１４回 ａ：まとめ ｂ：試験
内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
辞書を携行すること（電子辞書可）。
遅刻厳禁。
予習前提。比較的難しめの長い英文を扱うが，授業の進行はゆっ
くりなので，予習が追いつかない事態にはならないはず。
授業時の質問を歓迎するので，積極的な学習態度を期待します。
準備学習（予習・復習等）の内容
・各回に指定した範囲を読み込み、和訳を用意し、指定の方法で提
出する。不明な点があればその際に質問しておくことが望ましい。
予習とは、自分には分からない点が具体的に何であるのかを明ら
かにすることだからである。
教科書
Oh-o! Meiji クラスウェブから PDF ファイルをダウンロードする
こと。
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
良好な出席状況（授業回数の３分の２以上）が、期末試験を受け
るための必須条件である。
そのうえで、定期試験80％、授業への積極性・リアクション・課
題等20％。
その他
研究室は３号館４階，3-405にある。
オフィスアワー：火曜16時～17時。水曜13時30分～16時。
オフィスアワー以外でも，在室時には可能な限り，対応します。
授業前後のコンタクトやメールを通して、日時の都合を合わせれ
ば、確実です。
研究室連絡先＝ ysmeiji ＠ meiji.ac.jp

履修上の注意
皆勤とは無縁の学生には、相当な覚悟が無い限り受講をお勧めし
ません。
講義形式ではなく、緊張感のある演習形式の油断できない授業で
す。
多大なる集中力・労力・勤勉さが要求される授業です。
色々な意味で忍耐力が要求される授業です。
準備学習（予習・復習等）の内容
隔週で在宅学習による課題の提出が義務付けられます。
提出期限に遅れた課題は、理由のいかんを問わず、一切受け取り
ません。
課題以外にも、かなりの時間をかけて自宅で学習をすることが要
求されます。
教科書
『British News Update ４ 映像で学ぶ イギリス公共放送の最新
ニュース４』
Timothy Knowles 他 編著
出版社 金星堂
テキストは各自購入のうえ、毎回必ず持参して下さい。
テキストがないと授業に参加できません。
参考書
CALL 教材『Listen to Me!』
この教材は大学のパソコンにインストール済みなので購入する必
要はありません。
成績評価の方法
成績評価方法の詳細については第1回授業で説明しますが、以下
は基本方針です。
定期試験50％，平常点（授業中の発表・課題の提出等）50％。
毎回欠かさずきちんと授業に参加していない場合、定期試験での
一発逆転はありえません。
皆勤は当然の義務なので、欠席・遅刻・早退および課題未提出に
対してはそれぞれ大幅な減点をします。
その他
オフィスアワーと連絡方法は授業中に指示します。
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰb 農
（2）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
原田

科

目

名

英語Ⅰb 農
（3）

英子

授業の概要・到達目標
＜英語の運用能力を高める＞
英語 Ia に引き続き、現代社会における、世界での様々な問題や
取り組みについて取り上げた英文エッセイを読み、異文化理解や読
解力、語彙力の増強を図る。英文の中の情報を的確に読み解けるよ
うにすることがこの授業での目標である。また、不定期に音読の練
習もする。
上記の目的・目標のために，基本的にテキストに沿って1回の授
業で1課進める。学生の要望やテキストのトピックにあわせて補足
的なリーディングのプリントを配布し，リーディング能力の増強を
する。また、必要に応じて映像を使って理解を深める。1課終わる
ごとにクラスウェブ上で小テストをする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A に
対応する科目である。
授業内容
第１回 イントロダクション（授業方法・テキストの説明 ）
第2回 Chapter 11 A Good Night’s Sleep — Why Do We Need
to Sleep?
第3回 Chapter 12 Space Age Gold Rush — Asteroid Mining
第4回 Chapter 13 Raising Money — The Crowdfunding Revolution
第5回 Chapter 14 The Sweet Smell of Success — Using the
Senses in Business
第6回 Chapter 15 Online Shopping — How It Has Changed the
Way We Shop
第7回 Chapter 16 Tesla and the Electric Car — The New Age
of Electric Automobiles
第8回 Chapter 17 The Midas Touch — Can You Have Too
Much Money?
第9回 Chapter 18 The Hidden Crime — Modern Slavery
第10回 Chapter 19 Someone Is Watching Me — Cyber-spies and
Cyber-warfare
第11回 Chapter 20 Everybody Wants to Rule the World — How
Does International Law Work?
第12回 補足プリント、DVD（1）
第13回 補足プリント、DVD（2）
第14回 a: 授業内容のまとめ b: 確認テスト
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

単位数
1単位

担当者
下永

裕基

授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
「未知を読むための英語力」
春学期の英語 I ａに引き続き，Reading Material の種類に応じた
読み方を模索する。未知を読む訓練として，とくにフィクションも
取り入れたい。英文の印刷されたハンドアウトを配布する。基本方
針は「訳読方式」なので，学生はその英文を徹底して予習し，授業
に臨めばよい。授業では冒頭に発音アクセントのトレーニングや速
読即解なども取り入れることがある。
≪到達目標≫
この授業では，できるだけ多くの英文に触れ，英語を読むことの
楽しさを再発見してもらいたい。英語は暗号ではなく，ことばであ
る。ことばを大切に読む方法を探っていきたい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回 a） 速読即解
b） 夏休みについての英作文課題
第２回：Reading Material 7：未知の領域３
第３回：Reading Material 7：未知の領域４
第４回：Reading Material 8：言語５
第５回：Reading Material 8：言語６
第６回：Reading Material 9：文化５
第７回：Reading Material 9：文化６
第８回：Reading Material 10：宗教３
第９回：Reading Material 10：宗教４
第10回：Reading Material 11：文化６
第11回：Reading Material 11：文化８
第12回：Reading Material 12：言語７
第13回：Reading Material 12：言語８
第14回 a） 学期末試験
b） 解説とふり返り
＊講義内容，進度には必要に応じて変更を加えることがある。
＊授業の一部をディクテーション課題に充てることがある。
履修上の注意
辞書を携行すること（電子辞書可）。
遅刻厳禁。
予習前提。比較的難しめの長い英文を扱うが，授業の進行はゆっ
くりなので，予習が追いつかない事態にはならないはず。
授業時の質問を歓迎するので，積極的な学習態度を期待します。
準備学習（予習・復習等）の内容
・各回に指定した範囲を読み込み、和訳を用意し、指定の方法で提
出する。不明な点があればその際に質問しておくことが望ましい。
予習とは、自分には分からない点が具体的に何であるのかを明ら
かにすることだからである。

履修上の注意
必ず予習をした上で授業に参加すること。
積極的な態度での授業参加を心がけること。
毎回、必ず辞書を持参すること。（英和、和英、あれば英英）
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回指名されることを念頭に、英文を読み、わからない単語はあ
らかじめ調べておくこと。その上でわからない箇所があれば明らか
にしておくこと。
教科書
World of Wonders Inspiring the Future （成美堂）
参考書
とくには定めない。授業中にプリントを配布することがある。
成績評価の方法
定期試験50%、平常点（授業参加・貢献度、小テスト・課題）
50%
その他
オフィスアワー: 質問がある場合には、授業の前後に申し出る、
もしくはメールをすること（メールアドレスは最初の授業で示す）。

教科書
Oh-o! Meiji クラスウェブから PDF ファイルをダウンロードする
こと。
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
良好な出席状況（授業回数の３分の２以上）が、期末試験を受け
るための必須条件である。
そのうえで、定期試験80％、授業への積極性・リアクション・課
題等20％。
その他
研究室は３号館４階，3-405にある。
オフィスアワー：火曜16時～17時。水曜13時30分～16時。
オフィスアワー以外でも，在室時には可能な限り，対応します。
業前後のコンタクトやメールを通して、日時の都合を合わせれば、
確実です。
研究室連絡先＝ ysmeiji ＠ meiji.ac.jp
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単位数
1単位

担当者
熊田

和典

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
英文法の基礎を復習しながら大学生に必要な英語コミュニケー
ションスキルを身につけ、4技能の基礎固めを目指す。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
50’s 〜現代までの洋楽を聴きながら、歌の歌詞や歌に関するエッ
セイを読み、歌に関する会話を聞いていく。歌の歌詞を理解すると
同時に、その歌詞が書かれた歴史的・社会的背景を理解し、それに
対する自分の意見を英語で発信できるようになる。

授業の概要・到達目標
この授業では , 現在社会の様々な分野の最新情報について英語で
書かれた文章を精読するとともに , その英文と同じテーマの会話を
学ぶ。その後 , 様々なタイプの練習問題を通して , 英語を読む力を
中心に聴く力 , 文法力 , 語彙力 , 表現する力を養う。扱う問題につ
いては
「授業内容」を参照のこと。
現代社会の最新情報を扱った英文を学習することを通して , 将来
専門教育や社会の要求に応えるための土台となる総合的な英語力を
養成することをこの授業の到達目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。

授業内容
第１回 a :イントロダクション（授業の進め方、辞書の使い方、成
績評価の仕方など）
b：Unit 9 I Need to Be in Love
（The Carpenters）
：歌詞
の理解
第２回 Unit 9 I Need to Be in Love（The Carpenters）:仮定法
過去
第３回 Unit 9 I Need to Be in Love
（The Carpenters）：読解・
会話リスニング
第４回 Unit 10 Honesty
（Billy Joel）：to 不定詞の形容詞的用法
第５回 Unit 10 Honesty
（Billy Joel）:読解
第６回 Unit 10 Honesty
（Billy Joel）:会話リスニング
第７回 Greatest Showman 鑑賞
第８回 ”This Is Me”歌詞解説、映画の会話リスニング
第９回 Unit 12 I Just Called to Say I Love You
（Stevie Wonder）:to 不定詞の副詞的用法
第10回 Unit 12 I Just Called to Say I Love You
（Stevie Wonder）:読解
第11回 Unit 12 I Just Called to Say I Love You
（Stevie Wonder）:会話リスニング
第12回 What Makes You Beautiful
（One Direction）
：歌詞理解
第13回 What Makes You Beautiful
（One Direction）
: 読解
第14回 a：授業内容のまとめ
b：期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

授業内容
第1回 Introduction（英語 I ａの授業の復習、秋学期英語 I ｂの授
業に向けての導入など）
第2回 U nit 7
Living off the Grid: Vocabulary Warm-Up,
Reading Passage
第3回 Unit 7
Living off the Grid: Reading Passage 以降の練
習問題
第4回 U nit 8
The Actor’s Craft: Vocabulary Warm-Up,
Reading Passage
第5回 Unit 8
The Actor’s Craft: Reading Passage 以降の練
習問題
第6回 Unit 9
Eco-Packaging: Vocabulary Warm-Up, Reading
Passage
第7回 Unit 9
Eco-Packaging: Reading Passage 以降の練習問
題
第8回 Unit 10 Pop-Up Shops: Vocabulary Warm-Up, Reading
Passage
第9回 Unit 10 Pop-Up Shops: Reading Passage 以降の練習問題
第10回 Unit 11 Screen Time: Vocabulary Warm-Up, Reading
Passage
第11回 Unit 11 Screen Time: Reading Passage 以降の練習問題
第12回 U nit 12 The World of the Super Rich: Vocabulary
Warm-Up, Reading Passage
第13回 Unit 12 The World of the Super Rich: Reading Passage
以降の練習問題
第14回 a. 講義（重要事項の確認、補足）
b. 期末試験
＊講義内容 , 進度は , 英語 I a の進度、本授業の状況によって変更
を加えることがある。

履修上の注意
次回の授業範囲について、事前に辞書を引いて予習しておくこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
歌詞の意味と文法、リーディングの箇所を辞書を使って予習をし
てくること。歌を繰り返し聞いて、聞き取り、意味が分かるように
すること。
教科書
『ソングス＆カルチャー』関戸冬彦ほか著（朝日出版社）

履修上の注意
英語力の向上を目指して , 授業に積極的に参加すること。授業時
の質問は歓迎する。
辞書を必ず携行すること。（電子辞書可。ただし , スマートフォン
など辞書以外の機器に付随したものは不可。）
遅刻厳禁。病欠などの突発的事情を除き , 無断欠席をしないこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習に関しては , Reading Passage において , 教科書の該当箇所
を読んで全体の内容の理解に努めること。その際に , わからない部
分を明確にし , その部分を辞書で調べておくこと。その他の練習問
題においては , 練習問題のタイプによって何を身につけるかを意識
して解答を用意すること。復習としては , できなかったところを重
点的にもう一度教科書の該当箇所を読む , あるいは解いてみるこ
と。さらに , Reading Passage や会話においては , 音声に合わせて
何度も自分で発音してみることが望ましい。
教科書
『Reading Fusion 3 』Andrew E. Bennett（南雲堂）

参考書
英語辞書

参考書
特に定めない。

成績評価の方法
期末試験６０％＋平常点（授業への取り組み，課題など）４０％で総
合評価する。

成績評価の方法
定期試験（70％）と小テスト（単語テスト）（30％）で総合的に
評価する。小テストは数回実施する予定である。

その他
オフィスアワー：授業後に対応する

その他
オフィスアワー：火曜日2時間目から4時間目の間の休憩の時間
（中央校舎3階講師控室）
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰb 化
（1）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
伊達

科

授業内容
第１回： Introduction
第２回： The Actor’s Craft（１） Pre-Reading Questions - Reading
本文読解①
第３回：The Actor’
s Craft（２） Reading 本文読解②
第４回：The Actor’
s Craft（３） Reading 本文読解③・テキスト設問
第５回：Eco-Packaging（ １ ）
Pre-Reading Questions - Reading
本文読解①
第６回： Eco-Packaging（２）
Reading 本文読解②
第７回：Eco-Packaging（３）
Reading 本文読解③・テキスト設問
第８回： A
 lien Linguistics（１）
Pre-Reading Questions - Reading
本文読解①
第９回： Alien Linguistics（２）
Reading 本文読解②
第10回：Alien Linguistics（３）
Reading 本文読解③・テキスト設問
第11回：Alien Linguistics（１）
Pre-Reading Questions - Reading
本文読解①
第12回：Alien Linguistics（２）
Reading 本文読解②
第13回：Alien Linguistics（３）
Reading 本文読解③・テキスト設問
第14回：a. 試験 b. 正答解説
＊講義の進度は必要に応じ変更することがあります
履修上の注意
テキストの内容理解および習熟度の確認のため，個々の受講生と
の質疑応答を重視しますので，積極的な授業参加が求められます。
ある程度分量のある長文を読むので，十分に予習をし，疑問点など
を前もって明らかにしておくと良いでしょう。
授業中の私語，特段理由のない中途退出など，他の受講生の迷惑
になる行為は厳重に注意します。
準備学習（予習・復習等）の内容
[ 予習 ]
授業では，テキストの設問に加えて，各 Reading Passage の内容
理解・構成整理のためのプリントを配布し，教員がそれらに基づい
た質問・解説を行う形で Reading 本文の読解を進めます。プリント
教材やテキストの設問に解答した上で，それらの設問以外の箇所に
ついても疑問点があれば明らかにできるよう，単語・成句や構文を
含めて Reading 本文を十分に読み込み，パラグラフの論旨を把握し
て授業に備えて下さい。
[ 復習 ]
授業で各パラグラフ内の文章構成，論旨の展開を確認した後は，
Reading 全体の中で各パラグラフの担う役割・関係性を理解し見通
せるよう，復習すること。また、各パラグラフで学んだ語彙・成句
について，知らない語句，忘れていた語句は必ずチェックし，注意
すべき発音も確認して下さい。
教科書
Reading Fusion 3, Andrew E. Bennet 著（南雲堂）

単位数

担当者

1単位

中村美帆子

授業の概要・到達目標
「英語4技能の向上」
《授業の概要》
NHK の英語ニュースを教材として、英語の4技能（Listening,
Speaking, Reading, Writing）を総合的に高める。ニュースを視聴し
て内容を把握し、そこから読み取れる諸問題について考え、自分の
意見を英語で表現する力を身につける。その他の映像資料や新聞・
雑誌記事等も適宜取り入れる。
《到達目標》
1. 語彙や表現を習得する。
2. 時事問題に関する知識を得て、
多方面から検討できるようになる。
授業内容
第1回：イントロダクション
第2回：Unit 8-1（Advocate for Abduction Issue Remembered）
第3回：Unit 8-2
第4回：Unit 9-1（Clay Artist in Touch with Tradition）
第5回：Unit 9-2
第6回：小テスト1, まとめ
第7回：Unit 10-1（Space Development Board Game）
第8回：Unit 10-2
第9回：Unit 11-1（Tatami Takes on New Shapes and Sizes）
第10回：Unit 11-2
第11回：小テスト2, まとめ
第12回：Unit 12-1（A Runway to a New Start）
第13回：Unit 12-2
第14回：a. 試験 , b. まとめ

履修上の注意
1. 毎回の授業には、必ず辞書を持参すること（英和、和英）。
2. 5回以上欠席した場合は単位を与えない。遅刻・早退は3回で
1回の欠席とみなす。
3. この授業では教科書の後半（Units 8-15）から5つの unit を選
んで使用する。教科書の前半（Units 1-7）は、春学期の「英
語 Ia」で使用する。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：単語や表現を辞書で調べ、練習問題を解く。
復習：内容や語彙を確認し、小テストと試験に備える。
教科書
『NHK NEWSLINE 5 / 映像で学ぶ NHK 英語ニュースが伝える
日本 5』,Tatsuroh Yamazaki 他著（金星堂）
参考書
資料を適宜配布する。

参考書
なし
成績評価の方法
定期試験60％，平常点（課題の提出とその内容，出欠状況・予習・
質疑応答等の授業参加度，小テストなどの成績）40％。 単位取得
に必要な出席日数を満たしていることを成績評価の前提とします。
中央棟３ F 講師控室

名

英語Ⅰb 化
（2）

恵理

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
「総合英語」 この授業では，多岐にわたる分野の論説を扱ったテ
キスト Reading Fusion 3を用い，Ib では俳優の技術養成，エコ包装，
異星人との交信，インターネット社会の虚実をトピックとした４つ
の Reading Passage を , 速読・精読を交えて扱います。本文の読解・
論旨の把握とともに，CD の音声聞き取りによって耳から英文の内
容に馴染み，各 Reading に即した exercises によって内容・語彙理
解の確認，リスニング，ライティング力の向上を図ります。各
Reading につき，テキストのより深い内容理解の一助としてプリン
ト教材を配布し，必要に応じて映像資料の提示などを行います。
《授業の到達目標》
高校までに習得した英語力の上に立ち，大学レベルで必要とされ
る英語リーディング，リスニング，ライティングの基礎力を総合的
に養うことを目的とします。特にこの授業では，論理的な英文読解
の基礎技能，文法力・語彙力を向上させ，英語論説記事の内容・情
報を的確に読みとるための土台作りを目標とします。

その他
オフィスアワー：木曜日12：50～13：20

目

成績評価の方法
期末試験50％, 小テスト30％, 授業への参加度20％
その他
連絡先：最初の講義で示す。
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰb 化
（3）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
狩野

科

目

名

英語Ⅰb 化
（4）

晃一

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標およびテーマ》
高等学校までの英語学習を基礎として、高度な総合的な英語運用
を目指す。
《授業の概要》
さまざまなタイプの英文を読み、英文のみならずそこに書かれた
内容の理解に努める。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：B. Russell （4）
第３回：B. Russell （5）
第４回：B. Russell （6）
第５回：E. Hoffer （4）
第６回：E. Hoffer （5）
第７回：E. Hoffer （6）
第８回：Letter （4）
第９回：Letter （5）
第10回：Letter （6）
第11回：G. Orwell （4）
第12回：G. Orwell （5）
第13回：G. Orwell （6）
第14回：まとめ、期末試験

単位数
1単位

担当者
小嶺

智枝

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
「４技能向上を目指す」
リーディング，リスニング，スピーキング、ライティングなど，各
技能の向上を総合的に目指します。
《授業の概要》
多様なトピックを扱ったリーディング活動，シャドーイング，ロー
ルプレイイング，ダイアローグなど，様々な練習を通して英語能力
の向上を目指します。学習した内容に応じてペアやグループで会話
プラクティスやディスカッションを行います。
授業内容
第１回：Unit 7
第２回：同上
第３回：Unit 8
第４回：同上
第５回：Unit 9
第６回：同上
第７回：Unit 10
第８回：Mid-term test/ 同上
第９回：Unit 11
第１０回：同上
第１１回：Unit 12
第１２回：同上
第１３回：Unit 13
第１４回：a まとめ b. 学期末試験
＊講義内容や Unit の順番は必要に応じて変更になる場合がある。

履修上の注意
ペア・グループワークを多く取り入れます。積極的姿勢で授業に
参加すること。

履修上の注意
予習は必須。積極的な授業への参加（発言等）が求められる。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習（20分）はどこがわからない点を明確にすること。復習（40
分）は授業で明らかになった点を重点的に繰り返して行う。

準備学習（予習・復習等）の内容
Reading passage の予習、Writing の宿題を行うこと。

教科書
授業内でプリントを配布する。

教科書
Global Issues（Sanshusha）

参考書
授業内で適宜指示する。

参考書
特に定めない。

成績評価の方法
平常点（課題、小テストなど）40％、試験60％の総合評価。

成績評価の方法
定期試験50％，平常点（出席、小テスト、発表などを含む）50％
の総合評価

その他
オフィス・アワー：金曜日・３時限目
英語第Ⅱ研究室（3号館404号室）

その他
オフィスアワー：木曜日12.30-13.30（中央校舎3F 講師控室）
tomoek@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰb 化
（5）

科目ナンバー：(AG)LAN111M

単位数

担当者

1単位

樋渡さゆり

科

目

名

英語Ⅰb 生
（1）

授業の概要・到達目標
「（5） 総合英語」
≪授業の概要≫
総合的な語学力を養い、応用として論説文を読む．授業前半の
Module a ではヴォキャブラリー＆リスニングのテキストを用いて
コミュニケーション能力を養う．後半の Module b では論説文テキ
ストのリーディングを行う．リーディングのテキスト内容は英国文
化の諸相をアカデミックな視点から読み解くエッセイ．難易度は、
出版社の判断では TOEIC 500-600点レベル．
≪到達目標≫
論説文の正確な読解、基本的なヴォキャブラリーの涵養、リスニ
ング力の向上、文法事項の理解定着などを目標とする．研究活動や
TOEFL, TOEIC などの英語技能試験に対応できるように、大学生
にふさわしい英語学習の基本的なパターン構築を目指す．
授業内容
第１回：a のみ : イントロダクション
第２回：Listening & Vocabulary Photograph 12／リーディング
第３回：L&V Photograph 13／リーディング
第４回：L&V Photograph 14／リーディング
第５回：L&V Photograph 15／リーディング
第６回：L&V Photograph 16／リーディング
第７回：L&V Photograph 17／リーディング
第８回：復習と補足
第９回：L&V Photograph 18／リーディング
第10回：L&V Photograph 19／リーディング
第11回：L&V Photograph 20／リーディング
第12回：L&V Photograph 21／リーディング
第13回：L&V Photograph 22／リーディング
第14回：a, まとめ、b: 期末定期試験

履修上の注意
春学期 英語 IIa（5） から継続履修 . 再履修として選択する場合は
春学期シラバスを参照のこと .
準備学習（予習・復習等）の内容
Module a: テキストの指定された範囲の活動を各自で事前に行
い、授業では答え合わせから始める．
Module b: テキストの指定された範囲を予め読んでくる．各回受
講後は、内容や文法事項を確認・補足して理解を深める．
教科書
Module a: 『What’s the Picture Saying?』Haruki Lee（朝日出版
社）
Module b: 『Aspects of British Culture: Academic Approaches』
Andrew Houwen ほか（金星堂）
参考書
『プログレッシブ英和中辞典』（小学館）
『リーダーズ英和辞典』（研究社）
成績評価の方法
授業実施回数の２／３以上に出席している履修者を評価対象とし
ます．対象外の場合は「T」となります .
期末定期試験 60％，平常点（出席状況，小課題など）40％で評価．
その他
質問は随時受けるがオフィスアワーは以下のとおり： 英語第 I
研究室（第一校舎 ３号館４階）詳細はクラスウェブに掲示
連絡にはクラスウェブを利用します

単位数
1単位

担当者
原田

英子

授業の概要・到達目標
＜英語の運用能力を高める＞
英語 Ia に引き続き、現代社会における、世界での様々な問題や
取り組みについて取り上げた英文エッセイを読み、異文化理解や読
解力、語彙力の増強を図る。英文の中の情報を的確に読み解けるよ
うにすることがこの授業での目標である。また、不定期に音読の練
習もする。
上記の目的・目標のために，基本的にテキストに沿って1回の授
業で1課進める。学生の要望やテキストのトピックにあわせて補足
的なリーディングのプリントを配布し，リーディング能力の増強を
する。また、必要に応じて映像を使って理解を深める。1課終わる
ごとにクラスウェブ上で小テストをする。
授業内容
第１回 イントロダクション（授業方法・テキストの説明 ）
第2回 Chapter 11 A Good Night’s Sleep — Why Do We Need
to Sleep?
第3回 Chapter 12 Space Age Gold Rush — Asteroid Mining
第4回 Chapter 13 Raising Money — The Crowdfunding Revolution
第5回 Chapter 14 The Sweet Smell of Success — Using the
Senses in Business
第6回 Chapter 15 Online Shopping — How It Has Changed the
Way We Shop
第7回 Chapter 16 Tesla and the Electric Car — The New Age
of Electric Automobiles
第 8 回 Chapter 17 The Midas Touch — Can You Have Too
Much Money?
第9回 Chapter 18 The Hidden Crime — Modern Slavery
第10回 Chapter 19 Someone Is Watching Me — Cyber-spies and
Cyber-warfare
第11回 Chapter 20 Everybody Wants to Rule the World — How
Does International Law Work?
第12回 補足プリント、DVD（1）
第13回 補足プリント、DVD（2）
第14回 a: 授業内容のまとめ b: 確認テスト
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。
履修上の注意
必ず予習をした上で授業に参加すること。
積極的な態度での授業参加を心がけること。
毎回、必ず辞書を持参すること。（英和、和英、あれば英英）
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回指名されることを念頭に、英文を読み、わからない単語はあ
らかじめ調べておくこと。その上でわからない箇所があれば明らか
にしておくこと。
教科書
World of Wonders Inspiring the Future （成美堂）
参考書
とくには定めない。授業中にプリントを配布することがある。
成績評価の方法
定期試験50%、平常点（授業参加・貢献度、小テスト・課題）
50%
その他
オフィスアワー: 質問がある場合には、授業の前後に申し出る、
もしくはメールをすること（メールアドレスは最初の授業で示す）。
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰb 生
（2）

科目ナンバー：(AG)LAN111M

単位数

担当者

1単位

中須賀稚子

科

a ガイダンス
b 第8課 SNS
第9課 おひとり様
第10課 幸福の秘訣
第11課 方言
第12課 天才児・異才児
第13課 人間の脳を使いこなす
第14課 言語の期限
第15課 記憶力アップ
第16課 太陽光発電
第17課 ワクチン
第18課 国際宇宙ステーション
第19課 健康寿命
第20課 ロボット支援

第２回：
第３回：
第４回：
第５回：
第６回：
第７回：
第８回：
第９回：
第10回：
第11回：
第12回：
第13回：
第14回

名

英語Ⅰb 生
（3）

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
「総合英語」
春学期に続き、同じテーマのテキストを読み進める。微妙なニュ
アンスまで読み込めることに加え、
速さも同時に目指したい。
《授業の概要》
英語の構成，構文，語法，関連語彙を理解しながら，エッセイの
内容とその背景を学んでいく。
授業内容
第１回：

目

単位数
1単位

担当者
原

功

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
この授業では、農学部での学修に必要と思われる英語のスキルの
うち、特に必要かつ独習が難しいと考えられる英文読解力と英作文
力の養成を行います。国内外の研究成果の多くは英語で発表されて
いるため、その内容を正確に捉えることと自分の考えを適切な英語
で表現することはこれからの学修活動に必須であると思われます。
従って、自力で英文を読んだり、書いたりするために身につける必
要のある知識を順を追って身につけ、多くの演習を通じてスキルを
高めていきます。
秋学期は、春学期の成果を踏まえ、まとまった英文を効率的に読
み、正確に内容を理解し、文章中から情報を収集し、パラグラフや
文章全体のおよその内容を把握できるようになるためのトレーニン
グを行います。また、英文の内容を踏まえて自分の考えを述べたり、
意見交換をしたり、よりアクティブな学習を行います。そのような
学習の中に英作文の課題を組み入れます。
《授業の達成目標及びテーマ》
1）英文を自力で読み取ることができるようになること
2）自分の考えを適切に英語で表現できるようになること

授業内容
第１回：a. 春学期の振り返り b. 英文を効率的に読むには
第２回： Writing Unit 7
第３回： Writing Unit 8
第４回： Writing Unit 9
第５回： Reading Chapter 7
第６回： Reading Chapter 8
第７回： Reading Chapter 9
第８回： Writing Unit 10
第９回： Writing Unit 11
第10回：Writing Unit 12
第11回： Reading Chapter 10
第12回： Reading Chapter 11
第13回： Reading Chapter 12
第14回：a. 学期末試験 b. 解説と今後の学習指針

a：まとめ
b：到達度確認試験

履修上の注意
1）この授業は始業時刻と同時に開始しますので、間に合うように
教室に着席してください。理由なく大幅に遅刻した場合は出席
したものとみなしません。
2）授業時数の3分の1を超える欠席（5回以上）は評価の対象と
しません。やむを得ない理由で欠席する場合は許可を得た上で
代替手段で自習し、課題を提出して下さい。
3）読むにせよ書くにせよ、能動的な学習姿勢が求められます。従っ
て、授業に参加する意志がないものと判断した場合、度重なる
警告にも関わらず授業と関係のない行為を継続している場合に
ついては、たとえ教室にいても出席したものとみなしません。

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

準備学習（予習・復習等）の内容

履修上の注意
必ず教室に辞書（スマートフォンの辞書は内容が不十分なため望
ましくない）を持ってくること。
春学期 英語 Ia（中須賀）の項を参照のこと
準備学習（予習・復習等）の内容
知らない語句は辞書を引き意味や用法を調べておくこと。
教科書
Understanding the World Today『時代を取り巻く新しい真実』
（成美堂 ,2022）
参考書
授業内で指示する

秋学期は予習を前提としません。
復習としては、次のことを推奨します。
1）授業中に紹介したトレーニング法を、各自の興味のある英文で
実践すること （60分）
2）添削された英作文を見直し、文法、語法などを確認すること
（30分）

教科書
1）
『Considering Tomorrow: 15 Changes to Prepare for（変わりゆく
世界：明日の世界を考える15のトピック）
』音羽書房鶴見書店
2）
『Skills for Better Writing <Intermediate>（構造で書く英文エッ
セイ ＜中級編＞）
』
. 南雲堂
※これらの教科書は春学期「英語Ⅰ a 生 （3）」から継続して使用し
ます。

参考書
未知の英文を読んだり、母語でない言語の文章を書いたりするの
に辞書が必要なのは言うまでもありません。しかしながら、どのよ
うな辞書を用意すればいいか迷っている人も多いことでしょう。ま
ずは、どのような辞書でも良いので、手持ちの辞書を持参し、使っ
てみてください。学習が進む中で手持ちの辞書では役に立たないと
感じることがあるでしょう。その時にこそ、どのような辞書が必要
なのかが見えてくることでしょう。

成績評価の方法
成績評価の方法
筆記試験70%
（授業内及び期末を予定）、授業への取り組み30% で
総合評価する。
詳細は中須賀 英語Ⅰ a（中須賀）を参照のこと

出席率が規定以上であることを前提として、次の観点により評価
します。
読解課題
20%
作文課題
20%
コメントペーパー 10%
期末試験
50%

その他
オフィス・アワー：金曜日の昼休み

その他
いづれかの講師控室

授業に関する質問などは授業前後に教室で受けます。また、Oho! Meiji の「ディスカッション」に質問専用のスレッドを用意する他、
質問専用のメールアドレスをお知らせします。
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰb 生
（4）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
川村

科

目

名

英語Ⅰb 生
（5）

晶彦

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
「異文化間コミュニケーションについて英語で読み、考え、発信
する」
語彙・文法・語法をはじめとする基礎的英語力を活用し、異文化
間コミュニケーションについて読み、考え、意見を発信することで、
大学生に必要な英語力を身につけるだけでなく、異文化間コミュニ
ケーションへの理解を深める。
《授業の概要》
毎回、授業開始時に語彙、文法・語法あるいは簡単なスピーキン
グの小テストを行う。その後、1つのトピックにつき2回の授業で
英文を読み、考え、英語で意見を発信する練習を行う。
＊英語による意見の発信はグループ・ワークおよびピア・レビュー
を中心としたライティングを想定しているが、必要に応じてプレゼ
ンテーション等も行う。
授業内容
第１回：Introduction & Getting to know each other
第２回：Writing extremely short stories（Reading）
第３回：Writing extremely short stories（Writing）
第４回：How do I know when it’
s my turn to speak?（Reading）
第５回：How do I know when it’
s my turn to speak?（Writing）
第６回：Who makes the best English teachers?（Reading）
第７回：Who makes the best English teachers?（Writing）
第８回：English is an Asian language!（Reading）
第９回：English is an Asian language!（Writing）
第10回：What is my first language?（Reading）
第11回：What is my first language?（Writing）
第12回：Complimenting across cultures and genders
第13回：英語圏のポップカルチャー
第14回：a：まとめ b：期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

単位数
1単位

担当者
狩野

晃一

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標およびテーマ》
高等学校までの英語学習を基礎として、高度な総合的な英語運用
を目指す。
《授業の概要》
さまざまなタイプの英文を読み、英文のみならずそこに書かれた
内容の理解に努める。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：B. Russell （4）
第３回：B. Russell （5）
第４回：B. Russell （6）
第５回：E. Hoffer （4）
第６回：E. Hoffer （5）
第７回：E. Hoffer （6）
第８回：Letter （4）
第９回：Letter （5）
第10回：Letter （6）
第11回：G. Orwell （4）
第12回：G. Orwell （5）
第13回：G. Orwell （6）
第14回：まとめ、期末試験

履修上の注意
英語で意見を発信してもらう上で、パソコンを使用する。オフィ
ス系のソフトの基礎的活用能力は必須である。
準備学習（予習・復習等）の内容
受講者は毎回，十分な準備をした上で自分の疑問点をはっきりと
させて授業に臨むこと。当然ながら，テキストや事前に配布したプ
リント等，予習可能な教材に関しては，しっかりと目を通し，予習
した上で出席すること。
教科書
初回に指示する。
参考書
中辞典クラス以上の学習辞典（英和または英英）
＊電子辞書を推奨するが、スマホ等を介してオンライン辞書を利用
する場合は一定の基準を満たしたサイトのみ可。
成績評価の方法
授業への参加度（30％），小テスト（10％），課題等（10％）によ
る平常点及び期末試験（50％）を総合的に評価する。
＊詳細は初回授業時に説明する。
その他
連絡先：初回授業時に指示する。

履修上の注意
予習は必須。積極的な授業への参加（発言等）が求められる。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習（20分）はどこがわからない点を明確にすること。復習（40
分）は授業で明らかになった点を重点的に繰り返して行う。
教科書
授業内でプリントを配布する。
参考書
授業内で適宜指示する。
成績評価の方法
平常点（課題、小テストなど）40％、試験60％の総合評価。
その他
オフィス・アワー：金曜日・３時限目
英語第Ⅱ研究室（3号館404号室）
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰb 政
（1）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
行田

科

名

英語Ⅰb 政
（2）

勇

授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
・テレビニュース（ＢＢＣワールド）を素材に、メディアの英語を
学びます。
・真のコミュ ニケーション能⼒のための「聴解⼒の養成」を第⼀
の⽬標とします。
効果的なコミュニケーションとは、⾃分の⾔いたいことを⼀⽅的
に相⼿に伝えるだけではありません。相⼿の⾔うことを正しく理
解した上で、それに適切に対応することが重要です。ただ⼀⽅的
にしゃべりまくるだけでは「コミュニケーション」とはいえませ
ん。本当に「発信」する⼒をつけるには、まずは「聴く⼒」を養
成することが何よりも⼤切なのです。
≪到達目標≫
・最新のニュースプログラムを編集した音声教材を用いて、生のメ
ディア英語を耳から学ぶことができるとともに、英国社会の話題
や国際情勢について学ぶことができる。
・単なる「音」の認識ではなく、「内容の理解」に目的を絞ること
によって、自然な速度で話される英語を聞き取るコツを身につけ
ることができる。
・速くて難しい教材でも、やさしい学習作業（タスク）を組み合わ
せて、無理なく確実に理解してゆくことができる。
・自らすすんで学習する態度を身につけ、自律的な英語学習を習慣
化する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回・第２回 Unit ７
第３回・第４回 Unit ８
第５回・第６回 Unit ９
第７回・第８回 Unit １０
第９回・第１０回 Unit １１
第１１回・第１２回 Unit １２
第１３回 Unit １３
第１４回 ａ：まとめ ｂ：試験
内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
皆勤とは無縁の学生には、相当な覚悟が無い限り受講をお勧めし
ません。
講義形式ではなく、緊張感のある演習形式の油断できない授業で
す。
多大なる集中力・労力・勤勉さが要求される授業です。
色々な意味で忍耐力が要求される授業です。
準備学習（予習・復習等）の内容
隔週で在宅学習による課題の提出が義務付けられます。
提出期限に遅れた課題は、理由のいかんを問わず、一切受け取り
ません。
課題以外にも、かなりの時間をかけて自宅で学習をすることが要
求されます。
教科書
『British News Update ４ 映像で学ぶ イギリス公共放送の最新
ニュース４』
Timothy Knowles 他 編著
出版社 金星堂
テキストは各自購入のうえ、毎回必ず持参して下さい。
テキストがないと授業に参加できません。
参考書
CALL 教材『Listen to Me!』
この教材は大学のパソコンにインストール済みなので購入する必
要はありません。
成績評価の方法
成績評価方法の詳細については第1回授業で説明しますが、以下
は基本方針です。
定期試験50％，平常点（授業中の発表・課題の提出等）50％。
毎回欠かさずきちんと授業に参加していない場合、定期試験での
一発逆転はありえません。
皆勤は当然の義務なので、欠席・遅刻・早退および課題未提出に
対してはそれぞれ大幅な減点をします。
その他
オフィスアワーと連絡方法は授業中に指示します。

目

単位数
1単位

担当者
原田

英子

授業の概要・到達目標
＜英語の運用能力を高める＞
英語 Ia に引き続き、現代社会における、世界での様々な問題や
取り組みについて取り上げた英文エッセイを読み、異文化理解や読
解力、語彙力の増強を図る。英文の中の情報を的確に読み解けるよ
うにすることがこの授業での目標である。また、不定期に音読の練
習もする。
上記の目的・目標のために，基本的にテキストに沿って1回の授
業で1課進める。学生の要望やテキストのトピックにあわせて補足
的なリーディングのプリントを配布し，リーディング能力の増強を
する。また、必要に応じて映像を使って理解を深める。1課終わる
ごとにクラスウェブ上で小テストをする。
授業内容
第１回 イントロダクション（授業方法・テキストの説明 ）
第2回 Chapter 11 A Good Night’s Sleep — Why Do We Need
to Sleep?
第3回 Chapter 12 Space Age Gold Rush — Asteroid Mining
第4回 Chapter 13 Raising Money — The Crowdfunding Revolution
第5回 Chapter 14 The Sweet Smell of Success — Using the
Senses in Business
第6回 Chapter 15 Online Shopping — How It Has Changed the
Way We Shop
第7回 Chapter 16 Tesla and the Electric Car — The New Age
of Electric Automobiles
第8回 Chapter 17 The Midas Touch — Can You Have Too
Much Money?
第9回 Chapter 18 The Hidden Crime — Modern Slavery
第10回 Chapter 19 Someone Is Watching Me — Cyber-spies and
Cyber-warfare
第11回 Chapter 20 Everybody Wants to Rule the World — How
Does International Law Work?
第12回 補足プリント、DVD（1）
第13回 補足プリント、DVD（2）
第14回 a: 授業内容のまとめ b: 確認テスト
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意
必ず予習をした上で授業に参加すること。
積極的な態度での授業参加を心がけること。
毎回、必ず辞書を持参すること。（英和、和英、あれば英英）
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回指名されることを念頭に、英文を読み、わからない単語はあ
らかじめ調べておくこと。その上でわからない箇所があれば明らか
にしておくこと。
教科書
World of Wonders Inspiring the Future （成美堂）
参考書
とくには定めない。授業中にプリントを配布することがある。
成績評価の方法
定期試験50%、平常点（授業参加・貢献度、小テスト・課題）
50%
その他
オフィスアワー: 質問がある場合には、授業の前後に申し出る、
もしくはメールをすること（メールアドレスは最初の授業で示す）。
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰb 政
（3）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
熊田

科

目

名

英語Ⅰb 政
（4）

和典

授業の概要・到達目標
この授業では , 現在社会の様々な分野の最新情報について英語で
書かれた文章を精読するとともに , その英文と同じテーマの会話を
学ぶ。その後 , 様々なタイプの練習問題を通して , 英語を読む力を
中心に聴く力 , 文法力 , 語彙力 , 表現する力を養う。扱う問題につ
いては
「授業内容」を参照のこと。
現代社会の最新情報を扱った英文を学習することを通して , 将来
専門教育や社会の要求に応えるための土台となる総合的な英語力を
養成することをこの授業の到達目標とする。
授業内容
第1回 Introduction（英語 I ａの授業の復習、秋学期英語 I ｂの授
業に向けての導入など）
第2回 Unit 7 Living off the Grid: Vocabulary Warm-Up,
Reading Passage
第3回 Unit 7 Living off the Grid: Reading Passage 以降の練習
問題
第4回 Unit 8 The Actor’
s Craft: Vocabulary Warm-Up,
Reading Passage
第5回 Unit 8 The Actor’
s Craft: Reading Passage 以降の練習
問題
第6回 Unit 9 Eco-Packaging: Vocabulary Warm-Up, Reading
Passage
第7回 Unit 9 Eco-Packaging: Reading Passage 以降の練習問題
第8回 Unit 10 Pop-Up Shops: Vocabulary Warm-Up, Reading
Passage
第9回 Unit 10 Pop-Up Shops: Reading Passage 以降の練習問題
第10回 Unit 11 Screen Time: Vocabulary Warm-Up, Reading
Passage
第11回 Unit 11 Screen Time: Reading Passage 以降の練習問題
第12回 Unit 12 The World of the Super Rich: Vocabulary
Warm-Up, Reading Passage
第13回 Unit 12 The World of the Super Rich: Reading Passage
以降の練習問題
第14回 a. 講義（重要事項の確認、補足）
b. 期末試験
＊講義内容 , 進度は , 英語 I a の進度、本授業の状況によって変更
を加えることがある。
履修上の注意
英語力の向上を目指して , 授業に積極的に参加すること。授業時
の質問は歓迎する。
辞書を必ず携行すること。（電子辞書可。ただし , スマートフォン
など辞書以外の機器に付随したものは不可。）
遅刻厳禁。病欠などの突発的事情を除き , 無断欠席をしないこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習に関しては , Reading Passage において , 教科書の該当箇所
を読んで全体の内容の理解に努めること。その際に , わからない部
分を明確にし , その部分を辞書で調べておくこと。その他の練習問
題においては , 練習問題のタイプによって何を身につけるかを意識
して解答を用意すること。復習としては , できなかったところを重
点的にもう一度教科書の該当箇所を読む , あるいは解いてみるこ
と。さらに , Reading Passage や会話においては , 音声に合わせて
何度も自分で発音してみることが望ましい。
教科書
『Reading Fusion 3 』Andrew E. Bennett（南雲堂）

単位数
1単位

担当者
瀬端

睦

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
英文法の基礎を復習しながら大学生に必要な英語コミュニケー
ションスキルを身につけ、4技能の基礎固めを目指す。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
50’s 〜現代までの洋楽を聴きながら、歌の歌詞や歌に関するエッ
セイを読み、歌に関する会話を聞いていく。歌の歌詞を理解すると
同時に、その歌詞が書かれた歴史的・社会的背景を理解し、それに
対する自分の意見を英語で発信できるようになる。
授業内容
第１回 a :イントロダクション（授業の進め方、辞書の使い方、成
績評価の仕方など）
b：Unit 9 I Need to Be in Love
（The Carpenters）
：歌詞
の理解
第２回 Unit 9 I Need to Be in Love
（The Carpenters）
: 仮定法
過去
第３回 Unit 9 I Need to Be in Love
（The Carpenters）
：読解・
会話リスニング
第４回 Unit 10 Honesty
（Billy Joel）
：to 不定詞の形容詞的用法
第５回 Unit 10 Honesty
（Billy Joel）
: 読解
第６回 Unit 10 Honesty
（Billy Joel）
: 会話リスニング
第７回
Greatest Showman 鑑賞
第８回 ”This Is Me”歌詞解説、映画の会話リスニング
第９回 Unit 12 I Just Called to Say I Love You
（Stevie Wonder）:to 不定詞の副詞的用法
第10回 Unit 12 I Just Called to Say I Love You
（Stevie Wonder）:読解
第11回 Unit 12 I Just Called to Say I Love You
（Stevie Wonder）:会話リスニング
第12回 What Makes You Beautiful
（One Direction）
：歌詞理解
第13回 What Makes You Beautiful
（One Direction）
: 読解
第14回 a：授業内容のまとめ
b：期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
次回の授業範囲について、事前に辞書を引いて予習しておくこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
歌詞の意味と文法、リーディングの箇所を辞書を使って予習をし
てくること。歌を繰り返し聞いて、聞き取り、意味が分かるように
すること。
教科書
『ソングス＆カルチャー』関戸冬彦ほか著（朝日出版社）
参考書
英語辞書

参考書
特に定めない。
成績評価の方法
定期試験（70％）と小テスト（単語テスト）（30％）で総合的に
評価する。小テストは数回実施する予定である。

成績評価の方法
期末試験６０％＋平常点（授業への取り組み，課題など）４０％で総
合評価する。

その他
オフィスアワー：火曜日2時間目から4時間目の間の休憩の時間
（中央校舎3階講師控室）

その他
オフィスアワー：授業後に対応する
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅰb 政
（5）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
下永

科

目

名

英語Ⅱａ農
（1）

裕基

授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
「未知を読むための英語力」
春学期の英語 I ａに引き続き，Reading Material の種類に応じた
読み方を模索する。未知を読む訓練として，とくにフィクションも
取り入れたい。英文の印刷されたハンドアウトを配布する。基本方
針は「訳読方式」なので，学生はその英文を徹底して予習し，授業
に臨めばよい。授業では冒頭に発音アクセントのトレーニングや速
読即解なども取り入れることがある。
≪到達目標≫
この授業では，できるだけ多くの英文に触れ，英語を読むことの
楽しさを再発見してもらいたい。英語は暗号ではなく，ことばであ
る。ことばを大切に読む方法を探っていきたい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回 a） 速読即解
b） 夏休みについての英作文課題
第２回：Reading Material 7：未知の領域３
第３回：Reading Material 7：未知の領域４
第４回：Reading Material 8：言語５
第５回：Reading Material 8：言語６
第６回：Reading Material 9：文化５
第７回：Reading Material 9：文化６
第８回：Reading Material 10：宗教３
第９回：Reading Material 10：宗教４
第10回：Reading Material 11：文化６
第11回：Reading Material 11：文化８
第12回：Reading Material 12：言語７
第13回：Reading Material 12：言語８
第14回 a） 学期末試験
b） 解説とふり返り
＊講義内容，進度には必要に応じて変更を加えることがある。
＊授業の一部をディクテーション課題に充てることがある。

単位数

担当者

1単位

中須賀稚子

授業の概要・到達目標
昨今の大学生にとって，英語はいろいろな意味において必要不可
欠であると言われている。一介の英語教師として、
学生に、英語を楽しんでもらいたい、という思いは強いが、それぞ
れのニーズが異なる故、すべての学生がハッピーな
授業はなかなかに困難であるのが実情である。
今回のテキストは、英語を読みつつも、その内容が若い学生に何
かを考えさせるきっかけとなれば、幸いである。
具体的には、様々なものの見方を与えてくれる内容の英文を、細か
いニュアンスまで含めて、理解できることが目標である。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
テキストだけに頼らずにさまざまな英語に触れ，自分で自分の理
解度を確認しながらゆっくり，しかし確実に前進していく。授業で
は，学生が発表し，教師は補足・解説を加える。自発的学習が大い
に期待されるクラスである。
授業内容
第１回：a イントロダクション
b プリントを用いた演習
第２回：第1課 帝国主義 １回目
第３回：同 ２回目
第４回：第2課 ポストコロニアリズム １回目
第５回：同 ２回目
第６回：第3課 ネオコロニアリズム １回目
第７回：同 ２回目
第８回：第4課 UK １回目
第９回：同 ２回目
第10回：第5課 アイルランド １回目
第11回：同２回目
第12回：第6課 ナイジェリア １回目
第13回：同２回目
第14回：a： まとめ
b： 試験
授業内容は、進行状況に応じて変更もあり得る。

準備学習（予習・復習等）の内容
・各回に指定した範囲を読み込み、和訳を用意し、指定の方法で提
出する。不明な点があればその際に質問しておくことが望ましい。
予習とは、自分には分からない点が具体的に何であるのかを明ら
かにすることだからである。

履修上の注意
必ず予習をして授業に出席すること。常に辞書を手元に置きくこ
と。分からないこと，納得できないと発言することは歓迎するが，
予習が足りないこと，考えようとしない態度は評価されない。気を
つけてください。
授業には、辞書を携帯してください。
また、授業中に教室を出ていく学生を多く見かけるようになりま
した。
以前、そのことを注意したところ、当該学生から、「じゃあ、先
生はトイレを我慢しろ、って言うんですか？」と
反論されたのですが、「トイレを我慢しろ、ではなく、授業中にト
イレに行かなくても済むようにしてから授業に出てください」
ということを申し上げています。
全ての事情をひとまとめにしているわけではありません。
あとは大学生として、判断してください。

教科書
Oh-o! Meiji クラスウェブから PDF ファイルをダウンロードする
こと。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業前に分らない点を自分なりにはっきりさせ、帰宅後はその部
分を中心に、確認作業を行うこと。

参考書
特に定めない。

教科書
Global Perspectives in the English-speaking World: Past and
Present（松柏社，2022）

履修上の注意
辞書を携行すること（電子辞書可）。
遅刻厳禁。
予習前提。比較的難しめの長い英文を扱うが，授業の進行はゆっ
くりなので，予習が追いつかない事態にはならないはず。
授業時の質問を歓迎するので，積極的な学習態度を期待します。

成績評価の方法
良好な出席状況（授業回数の３分の２以上）が、期末試験を受け
るための必須条件である。
そのうえで、定期試験80％、授業への積極性・リアクション・課
題等20％。
その他
研究室は３号館４階，3-405にある。
オフィスアワー：火曜16時～17時。水曜13時30分～16時。
オフィスアワー以外でも，在室時には可能な限り，対応します。
業前後のコンタクトやメールを通して、日時の都合を合わせれば、
確実です。
研究室連絡先＝ ysmeiji ＠ meiji.ac.jp

参考書
授業内で指示する。
成績評価の方法
筆記試験（授業内及び期末を予定）で70％，授業内での評価（出
席点ではない）30％，計100％で評価を決定する。総合で60% 以上
に単位を認定する。
欠席は５回を超えた段階で受験資格を失う。
遅刻は３回で欠席１回とするので、遅刻を h しないよう気を付ける
こと。
その他
オフィスアワー：金曜日12：45～13：15（いずれかの講師控え室）
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱａ農
（2）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
狩野

科

目

名

英語Ⅱａ農
（3）

晃一

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標およびテーマ》
さまざまな種類のエッセイを毎回読み進めます。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の A に対応す
る科目である。
《授業の概要》
様々な読み物を通して、広い知見を英語で得るだけでなく、そこ
にある問題に対する理解を深める。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：B. Russell （1）
第３回：B. Russell （2）
第４回：B. Russell （3）
第５回：E. Hoffer （1）
第６回：E. Hoffer （2）
第７回：E. Hoffer （3）
第８回：Letter （1）
第９回：Letter （2）
第10回：Letter （3）
第11回：G. Orwell （1）
第12回：G. Orwell （2）
第13回：G. Orwell （3）
第14回：まとめ、期末試験

単位数
1単位

担当者
川村

晶彦

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
「英語で考え、発信する」
語彙・文法・語法をはじめとする基礎的英語力を活用し、毎回様々
なトピックについて読み、考え、意見を発信することで、大学生に
必要な英語力を身につけるだけでなく、英語と英語文化への理解を
深める。
《授業の概要》
毎回、授業開始時に語彙、文法・語法あるいは簡単なスピーキン
グの小テストを行う。その後、1つのトピックにつき2回の授業で
英文を読み、考え、英語で意見を発信する練習を行う。
＊英語による意見の発信はグループ・ワークおよびピア・レビュー
を中心としたライティングを想定しているが、必要に応じてプレゼ
ンテーション等も行う。
授業内容
第１回 Introduction
第２回 Culture and Society（内容理解）
第３回 Culture and Society（議論と意見の発信）
第４回 Human Brain（内容理解）
第５回 Human Brain（議論と意見の発信）
第６回 Education（内容理解）
第７回 Education（議論と意見の発信）
第８回 Global Economy（内容理解）
第９回 Global Economy（議論と意見の発信）
第10回 Innovation（内容理解）
第11回 Innovation（議論と意見の発信）
第12回 AI（内容理解）
第13回 イギリスのポップカルチャー
第14回 a：まとめ b：期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意
英語で意見を発信してもらう上で、パソコンを使用する。オフィ
ス系のソフトの基礎的活用能力は必須である。
履修上の注意
予習は必須。積極的な授業への参加（発言等）が求められる。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習（20分）はどこがわからない点を明確にすること。復習（40
分）は授業で明らかになった点を重点的に繰り返して行う。
教科書
毎回プリントを配布する。
参考書
授業内で適宜指示する。
成績評価の方法
平常点（課題、小テストなど）40％、試験60％の総合評価。
その他
オフィス・アワー：金曜日・３時限目
英語第Ⅱ研究室（3号館404号室）

準備学習（予習・復習等）の内容
受講者は毎回，十分な準備をした上で自分の疑問点をはっきりと
させて授業に臨むこと。当然ながら，テキストや事前に配布したプ
リント等，予習可能な教材に関しては，しっかりと目を通し，予習
した上で出席すること。
教科書
プリントを使用する予定
参考書
中辞典クラス以上の学習辞典（英和または英英）
＊電子辞書を推奨するが、スマホ等を介してオンライン辞書を利用
する場合は一定の基準を満たしたサイトのみ可。
成績評価の方法
授業への参加度（30％），小テスト（10％），課題等（10％）によ
る平常点及び期末試験（50％）を総合的に評価する。
＊詳細は初回授業時に説明する。
その他
連絡先：初回授業時に指示する。
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱａ農
（4）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
原田

科

目

名

英語Ⅱａ農
（5）

英子

授業の概要・到達目標
＜英文読解力の強化と英語表現力＞
社会、文化、歴史、芸術など、人類に共通する様々な普遍的テー
マに関する英文エッセイを読み、異文化理解や読解力、語彙力の増
強を図る。
上記の目的・目標のために，基本的にテキストに沿って2回の授
業で1課進める。学生の要望やテキストのトピックにあわせて補足
的なリーディングのプリントを配布し，リーディング能力の増強を
する。また、必要に応じて映像を使って理解を深める。1課終わる
ごとにクラスウェブ上で小テストをする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A
に対応する科目である。
授業内容
第１回 イントロダクション（授業方法・テキストの説明 ）
第2回 Unit 1 The Concept of Beauty （1）
第3回 Unit 1 The Concept of Beauty （2）
第4回 Unit 2 Greek Mythology （1）
第5回 Unit 2 Greek Mythology （2）
第6回 Unit 3 The Bible （1）
第7回 Unit 3 The Bible （2）
第8回 Unit 4 Renaissance （1）
第9回 Unit 4 Renaissance （2）
第10回 Unit 5 The Structure of Fictional Literature （1）
第11回 Unit 5 The Structure of Fictional Literature （2）
第12回 Unit 6 The Theter and Acting （1）
第13回 Unit 6 The Theter and Acting （2）
第14回 a: 授業内容のまとめ b: 確認テスト

単位数
1単位

担当者
原

功

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
この授業では、農学部での学修に必要と思われる英語のスキルの
うち、特に必要かつ独習が難しいと考えられる英文読解力と英作文
力の養成を行います。国内外の研究成果の多くは英語で発表されて
いるため、その内容を正確に捉えることと自分の考えを適切な英語
で表現することはこれからの学修活動に必須であると思われます。
従って、自力で英文を読んだり、書いたりするために身につける必
要のある知識を順を追って身につけ、多くの演習を通じてスキルを
高めていきます。
英文読解は、教科書掲載の英文を各自で日本語に訳すことから始
めます。提出課題として、指定された範囲の英文を和訳したレポー
トを作成し、Oh-o! Meiji のクラスウェブに提出してもらいます。期
限内に提出された和訳は担当者が全て目を通し、添削した上で授業
当日に返却します。授業では添削された和訳を見ながら解説を聞き、
どう読めばよかったのか、どう理解するべきだったのかを学び、次
の課題に生かします。
英作文はパラグラフライティングを中心とし、様々なパラグラフ
の構成法を学んだ上で実際に書いてもらいます。書かれたものは添
削し、コメントを付けて返却した上で、授業内で解説します。
《授業の達成目標及びテーマ》
1）英文を自力で読み取ることができるようになること
2）自分の考えを適切に英語で表現できるようになること

授業内容
第１回： a. 授
 業概要の説明 b. 英文を「読む」
「書く」ための準備
学習
第２回： Reading Unit 1
第３回： Reading Unit 2
第４回： Reading Unit 3
第５回： Writing Unit 1
第６回： Writing Unit 2
第７回： Writing Unit 3
第８回： Reading Unit 4
第９回： Reading Unit 5
第10回： Reading Unit 6
第11回： Writing Unit 4
第12回： Writing Unit 5
第13回： Writing Unit 6
第14回： a. 期末試験 b. 総括と今後の学習の指針

履修上の注意
1）この授業は始業時刻と同時に開始しますので、間に合うように
教室に着席してください。理由なく大幅に遅刻した場合は出席
したものとみなしません。
2）授業時数の3分の1を超える欠席（5回以上）は評価の対象と
しません。やむを得ない理由で欠席する場合は許可を得た上で
代替手段で自習し、課題を提出して下さい。
3）読むにせよ書くにせよ、
能動的な学習姿勢が求められます。
従っ
て、授業に参加する意志がないものと判断した場合、度重なる
警告にも関わらず授業と関係のない行為を継続している場合に
ついては、たとえ教室にいても出席したものとみなしません。

＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

準備学習（予習・復習等）の内容
この授業において、予習は提出課題として評価の一部となります。
1）教科書の指定された箇所を和訳すること （60分）
2）授業中に指示された英作文課題に取り組むこと （60分）
復習としては、次のことを推奨します。
1）添削された和訳を見直し、訳せなかった箇所、誤訳した箇所を
確認すること （30分）
2）添削された英作文を見直し、文法、語法などを確認すること
（30分）

履修上の注意
必ず予習をした上で授業に参加すること。
積極的な態度での授業参加を心がけること。
毎回、必ず辞書を持参すること。（英和、和英、あれば英英）
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回指名されることを念頭に、英文を読み、わからない単語はあ
らかじめ調べておくこと。その上でわからない箇所があれば明らか
にしておくこと。

教科書

教科書
TRANSCULTURE （金星堂）

参考書

参考書
とくには定めない。必要に応じて関連書籍を授業中に紹介し、プ
リントを配布することがある。
成績評価の方法
定期試験50%、平常点（授業参加・貢献度、小テスト・課題）
50%
その他
オフィスアワー: 質問がある場合には、授業の前後に申し出る、
もしくはメールをすること（メールアドレスは最初の授業で示す）。

1）
『Setting the Stage』研究社
2）
『S3: Structure, Structure, Structure（パラグラフ構造の読解
から見るエッセイライティング）
』南雲堂
※これらの教科書は秋学期「英語Ⅱｂ農 （５）」でも継続して使用し
ます。
未知の英文を読んだり、母語でない言語の文章を書いたりするの
に辞書が必要なのは言うまでもありません。しかしながら、どのよ
うな辞書を用意すればいいか迷っている人も多いことでしょう。ま
ずは、どのような辞書でも良いので、手持ちの辞書を持参し、使っ
てみてください。学習が進む中で手持ちの辞書では役に立たないと
感じることがあるでしょう。その時にこそ、どのような辞書が必要
なのかが見えてくることでしょう。

成績評価の方法
出席率が規定以上であることを前提として、次の観点により評価
します。
和訳課題
20%
作文課題
20%
コメントペーパー 10%
期末試験
50%

その他
授業に関する質問などは授業前後に教室で受けます。また、Oho! Meiji の
「ディスカッション」
に質問専用のスレッドを用意する他、
質問専用のメールアドレスをお知らせします。
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱａ化
（1）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
平野

科

目

名

英語Ⅱａ化
（2）

桃子

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
Active − Skills for Reading 4（Third Edition）を教材として利
用し、リーディングを主としながら、内容理解にとどまらず、ライ
ティングにも役立つ英文の構造を学びます。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに対
応する科目です。
《授業の到達目標》
Computer Culture、Travel Adventures、Hanted by the Past な
ど、多岐にわたるトピックに関する英文を読みながら、読解力の向
上、基礎的な単語力の増強、文法の確認、さらには英語の文章構成
を理解することを目的とします。
授業内容
この科目はメディア授業（オンデマンド型）を行う回があります。
第1回 イントロダクション（授業の進め方と成績評価基準など）
Unit1, chapter1,‘Not Your Typical 9-to-5 job’
＊以下のスケジュールはコースの途中で変更されることがあります。
第2回 Unit1, chapter2,‘Job Interview Types’
第3回 Unit2, chapter1,‘Unmasking Virus Writers and Hackers’［メディア授業（オンデマンド型）］
第4回 Unit2, chapter2,‘Female Virus Writer Packs Punch’
第5回 Unit3, chapter1,‘Into the Heart of a Family in Casablanca’［メディア授業（オンデマンド型）］
第6回 Unit3, chapter2,‘Travel for Good’
第7回 Review Unit
［メディア授業（オンデマンド型）］
第8回 Unit4, chapter1,‘The Vanishing Hitchhikers’
第9回 Unit4, chapter2,‘The Bell Witch’［メディア授業（オ
ンデマンド型）］
第10回 Unit5, chapter1,‘What Exactly Is a Short Story?’
第11回 Unit5, chapter2,‘An Interview with J. K. Rowling’
［メ
ディア授業（オンデマンド型）］
第12回 Unit6, chapter1,‘Emotional Intelligence’
第13回 Unit6, chapter2,‘Left Brains, Right Brains, and Board
Games’［メディア授業（オンデマンド型）］
第14回 期末テスト
履修上の注意
各回の授業で扱う範囲の予習をして下さい。自身の専攻や分野に
とらわれず、様々な主題に触れながら英語を使って幅広い知識を吸
収したいという学生を歓迎します。
全日程の３分の１以上欠席した者は、原則として成績評価対象外
とします。遅刻は３回で１回分の欠席とみなします。また授業開始
後２０分以上遅れて来た者、教科書を持って来なかった者も欠席扱い
とします。
準備学習（予習・復習等）の内容
学習内容を確認するための小テスト（ごく短いライティングを含
む）を適宜行う予定ですので、学習内容の復習をするようにして下
さい。
授業内ではテキストの音読をしてもらうこともあるので、単語の意
味だけでなく発音やアクセントも必ず確認するようにして下さい。
教科書
Neil J Anderson
『Active − Skills for Reading 4』
（Third Edition）
（National Geographic Learning）

単位数
1単位

担当者
柏原

俊樹

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
複雑な英文も英文の流れのままに頭の中で自然に区切っていける
こと、また、ごく普通にしゃべっているネイティブの英語をある程
度聞き取れるようになることを目標に学んでいく。
《授業の概要》
主に3つの切り口から学んでいく。1つには、映画の脚本を通じ
て、日常よく使う表現の習得やわかりにくい内容の理解に取り組む。
もう1つには、使われている英語を通じた学習のきっかけとして、
随時実践的な [ やや難しい ] リスニングも取り入れる。さらに、日
本語になくて、どんな分野であろうと英語を深く理解し使いこなし
ていくためには必要不可欠な、けれどもあまり学習されていないと
思われる、いわゆる冠詞についても継続的に勉強していく。口語的
表現、実践的リスニング、冠詞のいずれについても、まだまだ訓練
の余地がある領域と思われるため、重点的に取り組みたい。
ただし、オンライン授業中心となった場合は、冠詞の勉強に特化
するかもしれません。冠詞の勉強に関してご承知おきいただきたい
ことが2つあります。日本語のネイティブも国語のテストで必ず
100点を取れるわけではないのと同様、英語のネイティブも冠詞に
ついてすべてわかっているわけではないことと、それ故、冠詞の勉
強は、大学レベルの学びにふさわしいともいえる、理論の領域に踏
み込まざるを得ないことです。理論が正しいか、もっと優れた理論
がないかは、現象から検証しつつ、よくよく考えていくほかありま
せん。みなさんと一緒に、理論の深化に取り組みたいと思います。
授業内容
第１回：ガイダンス
第２回：Unit 1: GEORGE’
S BEACH SHACK
第３回：Unit 1: KIMBALL’
S DINING ROOM
第４回：Unit 2: KIMBALL’
S KITCHEN
第５回：Unit 2: COMMUTER TRAIN
第６回：Unit 3: HOSPITAL ROOM
第７回：Unit 3: SAN JUAN CAPISTRANO TRAIN STATION
第８回：Unit 4: GEORGE’
S GARAGE
第９回：Unit 4: GEORGE’
S SHACK
第10回：Unit 4: GEORGE’
S SHACK
第11回：Unit 4: GEORGE’
S SHACK
第12回：Unit 6: JOSH’
S PORSCHE
第13回：Unit 7: GEORGE’
S SHACK
第14回：まとめと理解度確認試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
辞書必携。その他授業中に指示されたものも忘れないようにして
ください。
積極的に発言してください（思い込み歓迎）。
準備学習（予習・復習等）の内容
教科書の予習は必須。次回の範囲の教科書の文章に目を通してお
くこと、各回にメモを取った内容を復習・整理することが望ましい。
リスニングについては、聞き取ってみたい材料があれば、ぜひチャ
レンジしてみてください。短い範囲をできればわかるまで繰り返し
聞き、解答を見るのは最後の最後にすると効果的です。解答がない
場合は、できる限り答え合わせに協力します。
教科書
映画シナリオ『海辺の家』（英宝社）
参考書
英語辞書は，できる限り語源欄の付いているものを使用してくだ
さい。

参考書
特に定めない。
成績評価の方法
期末試験50%、小テスト（またはライティング）20%、授業への
参加度30% で総合的に評価する。

成績評価の方法
学習したことを身につけているかを試験（学期末試験その他の試験）
によって確認する（70％）。英語を通じた知識の獲得・拡充に努め
ていることを授業への取り組み態度（積極的な質問・発表・小テス
ト・レポートなど）で示すことを評価する（30％）。

その他
質問や相談は授業時間の前後、あるいは email で受け付けます。

その他
第一外国語
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱａ化
（3）

科目ナンバー：(AG)LAN111M

単位数

担当者

1単位

大須賀寿子

科

名

英語Ⅱａ化
（4）

授業の概要・到達目標

単位数
1単位

担当者
織田

哲司

授業の概要・到達目標

《授業の達成目標及びテーマ》
「英語のどの能力を伸ばしていきたい？」と質問されたら、あな
た方はどのように答えますか？英語が使えるといえば、あなた方は
きっと、流暢に英語を話している姿を思い浮かべるでしょう。きっ
と多くの人は、
「英語を使っている」
= 「スピーキング」がうまく
できるというイメージが強いと思います。しかし、すべての基本は
リーディングにあります。ゆえに、リーディングというインプット
の作業から得た知識、文法事項、語彙などがライティングやスピー
キングのアウトプットの作業に生かされていきます。
現代はインターネットを利用する機会や英語で書かれたホームペー
ジにもアクセスする機会が増え、英語でメールを書く機会も増え、
英語で自分の意見を述べる必要性が生じています。本授業では、英
語を読むことを中心にしながら、基本的な文章の作成から意見を論
理的に書けるようにすることを目標とします。
《授業の概要》
さまざまな話題を扱った英語教材を読むことによって、専門分野
以外の内容にも柔軟な思考を持てるような一助にしたいと思いま
す。また、教材を介して語彙や情報を知り、正確な文法事項を理解
し、そして情報から得た知識などをライティングや リスニング、
スピーキングにも応用していきます。読解教材を利用して、英文を
暗記し、重要なフレーズを学習し、時には良い文章のサンプルをま
ねて学ぶことによって、writing の学習やリスニングの練習を進め
ていくようにします。春学期は sentence writing の練習及び文法事
項の確認を丁寧にやることを基本として、まとまった内容の英語を
書けるようにすることを目標とします その日に学習した表現を
使って、writing の練習をしていきます。少しずつでも英文を書い
ていくことを習慣づけるようにします。

授業内容
その日に学習した表現を使って、writing や speaking の練習をし
ていきます。その日に学習した内容や表現を生かしていきましょう、
第１回：イントロダクション , j 自己紹介
第２回：Unit 1 Social Relationships
第３回：Unit 1 Social Relationships
第４回：Unit 2 Science and Investigation
第５回：Unit 2 Science and Investigation
第６回：Unit 3 City Solutions
第７回：Unit 3 City Solutions
第８回：Unit 4 Danger Zones
第９回：Unit 4 Danger Zones
第10回 : Unit 5 The Travel Business
第11回：Unit 5 The Travel Business
第12回：Listening Activity and Reading
第13回：Wrap up 、Group work
第14回：a: 春学期試験
b 春学期試験解答と解説
＊各回の授業と並行して、小テストや作業を行います。授業内容は
必要に応じて変更する可能性があります。
oh-o meiji を使用して、教材を提示したり、連絡事項を伝えます
ので必ず確認すること。

履修上の注意
わからないところをはっきりさせるために、授業には予習をして
臨んでください。教科書で書かれている英文は一見簡単そうに見え
るかもしれませんが、難しいかもしれません。ゆえに丁寧に読んで
ください時には辞書、とくに英英辞典は必ず持参してください授業
時には積極的に発言したり、課題に取り組んでください。また、授
業以外でも必ず英語を読んだり、書いたりする機会を持つようにし
てください。授業時に内職などほかの作業をしたり、居眠りをした
り、授業と関係ないことをする学生には退室を命じます。
それから、oh-o meiiji を利用して、資料を配布したり作業をして
もらうことがありますので、
、ノートパソコン、タブレット、スマー
トホンのいずれかを授業時に持参していることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業に臨む際には、教科書および配布された教材を読み、内容を
把握しておく。わからない単語などは辞典で調べること。復習とし
て、授業時にやったことを見直し、授業内容にそった課題に取り組
むこと。

教科書
Pathways : Reading Writing, and critical Thinking
ンゲージラーニング）

目

Level ３

（セ

参考書
辞典は各自が使用しやすいものを使用すること。参考書は必要に
応じて指示します。

成績評価の方法
学期末試験（５０％）と平常点（50％：小テスト２０，課題20，授業
時 の 演 習 10 な ど） を 合 わ せ て 総 合 的 に 評 価 し ま す。 授 業 回 数 の
1/3の欠席回数に達した場合は単位を認定できません。欠席、遅
刻などについての説明は開講時に行います。
この授業では、学習を習慣づけるため授業時の作業、そして、普段
からの積み重ねが大切なので提出物はどうしても多くなります。

その他
出席は各自で管理をしてください。オフィスアワーに関しては、
初回開講時について連絡します。

—Economist 誌の記事を読む—
《授業の概要》
Economist 誌の記事を読む。テキストの内容は科学、文化、政治、
経済などできるだけ新しく多岐にわたるトピックを取り上げる。将
来的には専門科目における学術論文をも読む準備段階として、英文
の構造をしっかり把握し、それに忠実な日本語訳を作れるようにな
るための訓練の場とする。1つのトピックを2週間かけて読む。授
業の進む速さは受講者からの質問に答えながら進むのでゆっくりで
ある。
《到達目標》
英語テキストを読むことによって具体的には次の到達目標をバラ
ンスよく達成する：
1. 英語で書かれた文章を読んで、主題を把握することができる。
2. 人の価値観の多様性が、文化・習慣の違いから生まれることを、
実例を挙げて説明できる。
3. 言 語・歴史・宗教を学ぶことによって、外国と日本の文化につ
いて比較できる。
4. 文化に幅広く興味をもち、その価値について討議する。
5. 日本社会の成り立ちについて歴史などの観点から説明できる。
6. 日 本の国際社会における位置づけを歴史などの観点から説明で
きる。
到達目標達成のための学問領域：英語、歴史、宗教、哲学、政治
など。

授業内容
第1回：イントロダクション
第2回：進化論1－読解のポイント解説
第3回：進化論2－テキストの読解
第4回：文化人類学1－読解のポイント解説
第5回：文化人類学2－テキストの読解
第6回：未来学1－読解のポイント解説
第7回：未来学2－テキストの読解
第8回：認知科学1－読解のポイント解説
第9回：認知科学2－テキストの読解
第10回：農業経済学1－読解のポイント解説
第11回：農業経済学2－テキストの読解
第12回：社会学1－読解のポイント解説
第13回：社会学2－テキストの読解
第14回：a まとめ；b 試験

履修上の注意
充分な予習、復習と出席はいうまでもないが、このクラスでは自
発的な質問やコメントが求められる。また、受講者は日頃から国際
ニュースに触れて、いま世界で何が起こっているのかについて絶え
ず関心を持ち続けることが必要である。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業に臨む前に以下のような要領で予習することが重要である。
1. 英和辞典を活用する―単語を調べる
事前に辞書を調べ、知らない単語の意味や発音をチェックしてお
く。教科書の余白のみならずノートに記入しておくとよい。またそ
の単語はどのような文脈で使われるか、使い方の特徴はなにか、そ
ういう点に目を向けるのも準備としてすぐれた態度である。その使
い方が歴然として分かるような用例を辞書にあげてある文をノート
に記入しておくとよい。
授業中、理解できなかった点や、いまひとつ理解がいかず曖昧な
点は、教員に質問をして、次回までに疑問を残さないように、心が
けることが重要である。
とくに英作文の準備には和英辞典で調べた単語や表現をもう一度
英和辞典で確認することが必要である。そうすることが日本語訛り
の少ない、より自然な英語への近道となる。
自宅等における予習には冊子体の中辞典クラスの利用を勧める。
電子辞書類の使用を否定するものではないが、電車の中や授業時な
ど、臨時的な使用に適しているので、冊子体の辞書と電子辞書類を
うまく使い分けることが大切である。
2. 百科事典を活用する―単語以外のさまざまな事項を調べる
たとえばテキストのなかに人名が出てきた場合、これがどの国の
人か、どの時代の人か、何をした人か、などを百科事典を参照して、
自分から進んで調べておくとよい。
以上のように、もちろんすべて完全に調べつくす必要はないが、
できるだけ広い範囲から辞書類、文献にあたることを勧める。
さらに書物だけにとどまらず、自分の五官を通して体験する予習
も好ましい。
3. 自分の五官を活用する
これは辞書類からの知識だけでなく自らの目や耳、舌などをあら
ゆるチャンネルを通してテキストに関連する事項を体験することで
ある。たとえば音楽や絵画の話題が出てきたとすれば、実際にそれ
を聴いたり観たりする、そのためには実際に会場に行ってみること
もできるがビデオや DVD を活用すれば便利である。あるいはイン
ド料理の話題が出てきたとする。そのときにはレストランで実際に
食べてみる。そういう点まで踏み込んで調べておくと、講義はいっ
そう楽しいものになるはずである。

教科書
Oh-o! Meiji System を利用してプリントを配付する。

参考書
いざというときに頼りになる文法解説書を手元にもっておくこと
が重要である。代表的な解説書を挙げておく。
初級者向け：
『総合英語フォレスト』石黒昭博（監修）
（桐原書店）
中級者向け『ロイヤル英文法』綿貫、須貝、宮川、高松（著）
:
（旺
文社）
上級者向け『英文法解説』江川泰一郎（著）
:
（金子書房）

成績評価の方法
学期中の授業回数の2/3以上の出席者が評価対象となる。課題
小テスト（Oh-o! Meiji System）30%、試験50%、授業中のパフォー
マンス20% の配分で計算し、合計で60% 以上を合格とする。

その他
英語第Ⅳ研究室（3号館3階3-406）
オフィス・アワー：水曜日、木曜日 ､ 金曜日12：40～13：30。オ
フィスアワー以外でも可能な限り随時受け付けるが、事前の連絡が
望ましい。
電子メール：oda_t@meiji.ac.jp
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目
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（1）

敬子

単位数

担当者

1単位

樋渡さゆり

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標》
このクラスでは英語の実践的な力を効率よく向上させることを目標
とします。リーディング、リスニング、スピーキング、ライティン
グの４技能を練習しますが、主にリーディングに焦点を当てて練習
します。英語を読んで理解するということは一文一文英語を日本語
に置き換えることではなく，読みながら同時に理解し，理解した意
味を積み重ねながら文章全体の趣旨を把握することです。ただ訳す
のではなく，理解したことを自分の言葉で伝えるという練習を積み
重ねていくことによって，より実践的なリーディングスキルを身に
つけていきます。
《授業の概要》
授業ではテキストの各章を読み，自分の言葉（日本語・英語共に）
で説明してもらいます。さらに練習問題をこなしながら，自分の意
見を発表することも練習の一部となります。また各章の終わりにク
イズをして学んだことを確認します。

授業の概要・到達目標
「（1） 総合英語」
≪授業の概要≫
総合的な語学力を養い、応用として論説文を読む．授業前半の
Module a ではリスニング＆ヴォキャブラリーのテキストを用いて
コミュニケーション能力を養う． 後半の Module b では論説文テキ
ストのリーディングを行う．テキストは「食の文化と伝統」に関す
るエッセイであり、グローバルな視点から現代の文化を考えさせる
内容である．
≪到達目標≫
論説文の正確な読解、基本的なヴォキャブラリーの涵養、リスニン
グ力の向上、文法事項の理解の定着などを目標とする。研究活動や
TOEFL・TOEIC などの英語技能試験に対応できるように、大学生
にふさわしい英語学習の基本的なパターン構築を目指す．

授業内容
第1回：a. シラバスと評価方法の説明
b. ウォームアップアクティビティ
第2回：Unit 1A: Sports and Fitness; Reading A, Exercise Questions
第3回：U nit 1A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第4回：Unit 2A: Skin Deep; Reading A, Exercise Questions
第5回：U nit 2A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第6回：Unit 3A: Animals in Danger; Reading A, Exercise Questions
第7回：U nit 3A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第8回：Unit 4A: Violent Earth; Reading A, Exercise Questions
第9回：Unit 4A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz
第10回：Unit 5A: Island and Beaches; Reading A, Exercise Questions
第11回：U nit 5A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第12回：Unit 6A: Global Addictions; Reading A, Exercise Questions
第13回：U nit 6A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第14回：a. 期末テスト
b. まとめと今後の学習

授業内容
第１回：b のみ : イントロダクション
第２回：Listening & Vocabulary Unit 1／リーディング Ch. 1か
ら基本的には章立て順に講読する（演習科目の特性上、リー
ディングの進度については「履修者の理解到達度を重要視
してフィードバックを返すパターン」を反復して授業を展
開し、最適化する）
第３回：Unit 2／リーディング
第４回：Unit 3／リーディング
第５回：Unit 4／リーディング
第６回：L & V 復習／リーディング
第７回：L & V Unit 5／リーディング
第８回：リーディングの復習／L & V Unit 6
第９回：L & V Unit 7／リーディング
第10回：Ｌ＆Ｖ Unit 8／リーディング
第11回：L & V 復習／リーディング
第12回：a,b とも：リーディング
第13回：a.b とも：リーディング
第14回：a. まとめ、b：期末定期試験

履修上の注意
テキストと辞書は毎回必ず授業に持参すること。持参しない学生
には平常点は加点されません。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎週予習を欠かさず行うことによって，学生が授業中に積極的に
参加することが重要です。英語を日本語に訳してくるだけでは予習
として不十分です。各パラグラフにどのような内容が書かれている
のか，文章全体で何を言いたいのかを「自分の言葉（英語 / 日本語）」
で言える様に準備してくる必要があります。読みながら同時に理解
していく実践的な練習を予習の段階でも行いましょう。また各ト
ピックについて自分の意見を持ち，それを表現出来る様にしましょ
う。
教科書
Reading Explorer 3, 3rd ed.（2020, Cengage Learning Inc.）
参考書
テキストに関連したインターネットサイトなどを見て，楽しみな
がら自主的に学習を続けましょう。
成績評価の方法
授業中の参加＆平常点（読解説明、英語での発表など）30％、小
テストと期末テスト70％を元に総合的に評価し，総合点６０点以上を
合格とます。詳しくは第一回目の授業で説明します。
その他
オフィスアワー：火曜12：30－13：20（中央棟３ F 講師控室）

履修上の注意
大学生にふさわしい辞書を使用していることが前提となる . 資料
提示や課題提出、連絡等にクラスウェブを使用 .
準備学習（予習・復習等）の内容
Module a: 事前に各自でリスニングを行い、授業では答え合わせ
から始める .
Module b: 指定範囲のテキストを、示されたポイントに注目して
予め読んでくる . 各回受講後は内容や文法事項を確認・補足して
理解を深める .
教科書
Module a:『TOEIC TEST 必修単熟語チェック 650点レベル』西
谷・吉塚（音羽書房鶴見書店）
Module b:『Food in Tradition and Culture
（食の文化と伝統）』H.
Heather Kotake（成美堂）
参考書
『プログレッシブ英和中辞典』（小学館）
『リーダーズ英和辞典』（研究社）
成績評価の方法
授業実施回数の２／３以上に出席している履修者を評価対象とし
ます . 対象外の場合は「T」となります .
期末定期試験60％、平常点（リスニング、出席状況、課題提出な
ど）40％で評価 .
その他
質問は随時受けるがオフィスアワーは以下のとおり：英語第Ⅰ研
究室（第一校舎３号館４階）詳細はクラスウェブに掲示 .
連絡にはクラスウェブを利用します
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授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
複雑な英文も英文の流れのままに頭の中で自然に区切っていける
こと、また、ごく普通にしゃべっているネイティブの英語をある程
度聞き取れるようになることを目標に学んでいく。
《授業の概要》
主に3つの切り口から学んでいく。1つには、映画の脚本を通じ
て、日常よく使う表現の習得やわかりにくい内容の理解に取り組む。
もう1つには、使われている英語を通じた学習のきっかけとして、
随時実践的な [ やや難しい ] リスニングも取り入れる。さらに、日
本語になくて、どんな分野であろうと英語を深く理解し使いこなし
ていくためには必要不可欠な、けれどもあまり学習されていないと
思われる、いわゆる冠詞についても継続的に勉強していく。口語的
表現、実践的リスニング、冠詞のいずれについても、まだまだ訓練
の余地がある領域と思われるため、重点的に取り組みたい。
ただし、オンライン授業中心となった場合は、冠詞の勉強に特化
するかもしれません。冠詞の勉強に関してご承知おきいただきたい
ことが2つあります。日本語のネイティブも国語のテストで必ず
100点を取れるわけではないのと同様、英語のネイティブも冠詞に
ついてすべてわかっているわけではないことと、それ故、冠詞の勉
強は、大学レベルの学びにふさわしいともいえる、理論の領域に踏
み込まざるを得ないことです。理論が正しいか、もっと優れた理論
がないかは、現象から検証しつつ、よくよく考えていくほかありま
せん。みなさんと一緒に、理論の深化に取り組みたいと思います。

単位数

担当者

1単位

大須賀寿子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
「英語のどの能力を伸ばしていきたい？」と質問されたら、あな
た方はどのように答えますか？英語が使えるといえば、あなた方は
きっと、流暢に英語を話している姿を思い浮かべるでしょう。きっ
と多くの人は、
「英語を使っている、英語ができる」
= 「スピーキ
ングがうまくできる」というイメージが強いと思います。しかし、
すべての基本はリーディングにあります。ゆえに、リーディングと
いうインプットの作業から得た知識、文法事項、語彙などがライティ
ングやスピーキングのアウトプットの作業に生かされていきます。
現代はインターネットを利用する機会が非常に多くなり、英語で
書かれたホームページにもアクセスする機会や英語でメールを書く
機会も増えています。つまり、英語で自分の意見を述べる必要性が
増えています。本授業では、英語を読むことを中心にし、基本的な
文章の作成から意見を論理的に書ける、伝えられるようにすること
を目標とします。
《授業の概要》
さまざまな話題を扱った英語教材を読むことによって、専門分野
以外の内容にも柔軟な思考を持てるような一助にしたいと思いま
す。また、教材を介して語彙や情報を知り、正確な文法事項を理解
し、そして情報から得た知識などをライティングや リスニング、
スピーキングにも応用していきます。読解教材を利用して、英文を
暗記し、重要なフレーズを学習し、時には良い文章のサンプルをま
ねて学ぶことによって、writing の学習やリスニングの練習を進め
ていくようにします。春学期は sentence writing の練習及び文法事
項の確認を丁寧にやることを基本として、まとまった内容の英語を
書けるようにすることを目標とします その日に学習した表現を
使って、writing の練習をしていきます。少しずつでも英文を書い
ていくことを習慣づけるようにします。

授業内容

授業内容
第１回：ガイダンス
第２回：Unit 1: MUSEUM ENTRANCE
第３回：Unit 1: CENTRAL PARK
第４回：Unit 1: Larry takes a step backward.
第５回：Unit 2: MUSEUM
第６回：Unit 2: PARTY
第７回：Unit 2: Larry falls backwards.
第８回：Unit 3: MUSEUM
第９回：Unit 3: Larry flicks the cowboy off.
第10回：Unit 3: Teddy points to the Tablet.
第11回：Unit 4: CENTRAL PARK
第12回：Unit 4: Larry laughs derisively.
第13回：Unit 5: MUSEUM
第14回：まとめと理解度確認試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

その日に学習した表現を使って、writing の練習をしていきます。
少しずつでも英文を書いていくことを習慣づけるようにします。
時々グループワークを取り入れていきます。
第１回：イントロダクション , self-introduction
第２回：Unit 1 Social Relationships
第３回：Unit 1 Social Relationships
第４回：Unit 2 Science and Investigation
第５回：Unit 2 Science and Investigation
第６回：Unit 3 City Solutions
第７回：Unit 3 City Solutions
第８回：Unit 4 Danger Zones
第９回：Unit 4 Danger Zones
第10回 : Unit 5 The Travel Business
第11回：Unit 5 The Travel Business
第12回：Listening Activity and Reading
第13回：Wrap up 、group work
第14回：a: 春学期試験
b 春学期試験解答と解説
＊各回の授業と並行して、小テストや作業を行います。授業内容は
必要に応じて変更する可能性があります。
oh-o meiji を使用して、教材を提示したり、連絡事項を伝えます
ので必ず確認すること。

履修上の注意
辞書必携。その他授業中に指示されたものも忘れないようにして
ください。
積極的に発言してください（思い込み歓迎）。

わからないところをはっきりさせるために、授業には予習をして
臨んでください。教科書で書かれている英文は一見簡単そうに見え
るかもしれませんが、難しいかもしれません。ゆえに丁寧に読んで
ください時には辞書、とくに英英辞典は必ず持参してください授業
時には積極的に発言したり、課題に取り組んでください。また、授
業以外でも必ず英語を読んだり、書いたりする機会を持つようにし
てください。授業時に内職などほかの作業をしたり、居眠りをした
り、授業と関係ないことをする学生には退室を命じます。
それから、oh-o meiiji を利用して、資料を配布したり , 授業内作
業をやってもらうことがあるので、ノートパソコン、タブレット、
スマートホンのいずれかを授業時に持参していることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容
教科書の予習は必須。次回の範囲の教科書の文章に目を通してお
くこと、各回にメモを取った内容を復習・整理することが望ましい。
リスニングについては、聞き取ってみたい材料があれば、ぜひチャ
レンジしてみてください。短い範囲をできればわかるまで繰り返し
聞き、解答を見るのは最後の最後にすると効果的です。解答がない
場合は、できる限り答え合わせに協力します。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

授業に臨む際には、教科書および配布された教材を読み、内容を
把握しておく。わからない単語などは辞典で調べること。復習とし
て、授業時にやったことを見直し、授業内容にそった課題に取り組
むこと。

教科書
映画総合教材『ナイト ミュージアム』（松柏社）

教科書

参考書
英語辞書は，できる限り語源欄の付いているものを使用してくだ
さい。

参考書

Pathways : Reading, Writing, and Critical Thinking
（センゲージラーニング）

成績評価の方法
学習したことを身につけているかを試験（学期末試験その他の試
験）によって確認する（70％）。英語を通じた知識の獲得・拡充に
努めていることを授業への取り組み態度（積極的な質問・発表・小
テスト・レポートなど）で示すことを評価する（30％）。
その他
第一外国語

Level

３

辞典は各自が使用しやすいものを使用すること。
英語に関する参考書、授業教材の内容に関する参考書は必要に応
じて指示します。

成績評価の方法

学期末試験（５０％）と平常点（50％：小テスト２０，課題20，授業
時の演習10など）を合わせて総合的に評価します。授業回数の
1/3の欠席回数に達した場合は単位を認定できません。欠席、遅
刻などについての説明は開講時に行います。
この授業では、学習を習慣づけるため授業時の作業、そして、普段
からの積み重ねが大切なので提出物はどうしても多くなります。

その他

出席は各自で管理をしてください。オフィスアワーに関しては、
初回開講時について連絡します。
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱａ生
（4）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
行田

科

名

英語Ⅱａ生
（5）

勇

授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
・テレビニュース（ＢＢＣワールド）を素材に、メディアの英語を
学びます。
・真のコミュ ニケーション能⼒のための「聴解⼒の養成」を第⼀
の⽬標とします。
効果的なコミュニケーションとは、⾃分の⾔いたいことを⼀⽅的
に相⼿に伝えるだけではありません。相⼿の⾔うことを正しく理
解した上で、それに適切に対応することが重要です。ただ⼀⽅的
にしゃべりまくるだけでは「コミュニケーション」とはいえませ
ん。本当に「発信」する⼒をつけるには、まずは「聴く⼒」を養
成することが何よりも⼤切なのです。
≪到達目標≫
・最新のニュースプログラムを編集した音声教材を用いて、生のメ
ディア英語を耳から学ぶことができるとともに、英国社会の話題
や国際情勢について学ぶことができる。
・単なる「音」の認識ではなく、「内容の理解」に目的を絞ること
によって、自然な速度で話される英語を聞き取るコツを身につけ
ることができる。
・速くて難しい教材でも、やさしい学習作業（タスク）を組み合わ
せて、無理なく確実に理解してゆくことができる。
・自らすすんで学習する態度を身につけ、自律的な英語学習を習慣
化する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回 イントロダクション（授業方法・成績評価の説明）
第２回・第３回 Unit １
第４回・第５回 Unit ２
第６回・第７回 Unit ３
第８回・第９回 Unit ４
第10回・第11回 Unit ５
第12回・第13回 Unit ６
第14回 ａ：まとめ ｂ：試験
内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
皆勤とは無縁の学生には、相当な覚悟が無い限り受講をお勧めし
ません。
講義形式ではなく、緊張感のある演習形式の油断できない授業で
す。
多大なる集中力・労力・勤勉さが要求される授業です。
色々な意味で忍耐力が要求される授業です。
準備学習（予習・復習等）の内容
隔週で在宅学習による課題の提出が義務付けられます。
提出期限に遅れた課題は、理由のいかんを問わず、一切受け取り
ません。
課題以外にも、かなりの時間をかけて自宅で学習をすることが要
求されます。
教科書
『British News Update ４ 映像で学ぶ イギリス公共放送の最新
ニュース４』
Timothy Knowles 他 編著
出版社 金星堂
テキストは各自購入のうえ、毎回必ず持参して下さい。
テキストがないと授業に参加できません。
参考書
CALL 教材『Listen to Me!』
この教材は大学のパソコンにインストール済みなので購入する必
要はありません。
成績評価の方法
成績評価方法の詳細については第1回授業で説明しますが、以下
は基本方針です。
定期試験50％，平常点（授業中の発表・課題の提出等）50％。
毎回欠かさずきちんと授業に参加していない場合、定期試験での
一発逆転はありえません。
皆勤は当然の義務なので、欠席・遅刻・早退および課題未提出に
対してはそれぞれ大幅な減点をします。
その他
オフィスアワーと連絡方法は授業中に指示します。

目

単位数
1単位

担当者
宮川

敬子

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標》
このクラスでは英語の実践的な力を効率よく向上させることを目
標とします。リーディング、リスニング、スピーキング、ライティ
ングの４技能を練習しますが、主にリーディングに焦点を当てて練
習します。英語を読んで理解するということは一文一文英語を日本
語に置き換えることではなく，読みながら同時に理解し，理解した
意味を積み重ねながら文章全体の趣旨を把握することです。ただ訳
すのではなく，理解したことを自分の言葉で伝えるという練習を積
み重ねていくことによって，より実践的なリーディングスキルを身
につけていきます。
《授業の概要》
授業ではテキストの各章を読み，自分の言葉（日本語・英語共に）
で説明してもらいます。さらに練習問題をこなしながら，自分の意
見を発表することも練習の一部となります。また各章の終わりにク
イズをして学んだことを確認します。
授業内容
第1回：a. シラバスと評価方法の説明
b. ウォームアップアクティビティ
第2回：Unit 1A: Sports and Fitness; Reading A, Exercise Questions
第3回：U nit 1A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第4回：Unit 2A: Skin Deep; Reading A, Exercise Questions
第5回：U nit 2A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第6回：Unit 3A: Animals in Danger; Reading A, Exercise Questions
第7回：U nit 3A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第8回：Unit 4A: Violent Earth; Reading A, Exercise Questions
第9回：Unit 4A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz
第10回：Unit 5A: Island and Beaches; Reading A, Exercise Questions
第11回：U nit 5A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第12回：Unit 6A: Global Addictions; Reading A, Exercise Questions
第13回：U nit 6A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第14回：a. 期末テスト
b. まとめと今後の学習
履修上の注意
テキストと辞書は毎回必ず授業に持参すること。持参しない学生
には平常点は加点されません。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎週予習を欠かさず行うことによって、学生が授業中に積極的に
参加することが重要です。英語を日本語に訳してくるだけでは予習
として不十分です。各パラグラフにどのような内容が書かれている
のか、文章全体で何を言いたいのかを「自分の言葉（英語 / 日本語）
」
で言える様に準備してくる必要があります。読みながら同時に理解
していく実践的な練習を予習の段階でも行いましょう。また各トピッ
クについて自分の意見を持ち、それを表現出来る様にしましょう。
教科書
Reading Explorer 3, 3rd ed.（2020, Cengage Learning Inc.）
参考書
毎回必ず和英・英和辞書を持参すること。英英辞典は Paraphrasing「言い換え」の練習になるので是非活用して欲しいです。また、
テキストに関連したインターネットサイトなどを見て，楽しみなが
ら自主的に学習を続けましょう。
成績評価の方法
授業中の参加＆平常点（読解練習と設問などの解答）35％、小テ
ストと期末テスト65％をもとに総合的に評価し，総合点60点以上を
合格とます。詳しくは第一回目の授業で説明します。詳しくは第一
回目の授業で説明します。
その他
オフィス・アワー：火曜12:30-13 :20 （中央棟３ F 講師控室）
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱａ政
（1）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
伊達

科

目

名

英語Ⅱａ政
（2）

恵理

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
この授業では，英語リーディングを中心に学びます。多岐にわた
る分野の論説を扱った準上級レベルのテキスト Reading Explorer 4
Third Edition を用い，IIa ではテキスト前半の6 Units の中から生
物学，人類学，経済学に関する3 Unit を取り上げ，発光生物の魅力，
極楽鳥の色彩の秘密，人類の辿った旅，貨幣の歴史をトピックとし
た４つの Reading を，速読・精読を交えて扱います。各 Reading
に即した exercises によってトピックの内容・語彙理解を深めると
ともに，読解技術の基本を確認します。
《授業の到達目標及びテーマ》
１年次までに習得した英語力の上に立って，英語を「読む」力を
さらに養い，英語を通じて現代社会や私たちの生活を読み解く情報・
知識を身につけることを目指します。大学レベルで必要と考えられ
る論理的な英文読解の基礎技能，文法力・語彙力を向上させ，長文
の英語記事や論説の内容・情報を，パラグラフ構成をしっかり理解
した上で的確に読みとるための土台作りを目標とします。
授業内容
第１回： Introduction
第２回： Living Light （１） Before You Read - Reading 本文読解①
第３回： Living Light（２） Reading 本文読解②
第４回： Living Light（３） Reading 本文読解③・テキスト設問
第５回： Feathers of Love
（１） Before You Read - Reading 本文読
解①
第６回： Feathers of Love
（２） Reading 本文読解②
第７回： Feathers of Love
（３） Reading 本文読解③・テキスト設問
第８回： Fantastic Voyage
（１） Before You Read - Reading 本文
読解①
第９回： Fantastic Voyage
（２） Reading 本文読解②
第10回：Fantastic Voyage
（３） Reading 本文読解③・テキスト設問
第11回：How Money Made Us Modern
（１） Before You Read
- Reading 本文読解①
第12回：How Money Made Us Modern
（２） Reading 本文読解②
第13回：How Money Made Us Modern
（３） Reading 本文読解③・
テキスト設問
第14回：a. 試験 b. 正答解説
＊講義の進度は必要に応じ変更することがあります
履修上の注意
テキストの内容理解および習熟度の確認のため，個々の受講生と
の質疑応答を重視しますので，積極的な授業参加が求められます。
ある程度分量のある長文を読むので，十分に予習をし，疑問点など
を前もって明らかにしておくと良いでしょう。
授業中の私語，特段理由のない中途退出など，他の受講生の迷惑
になる行為は厳重に注意します。
準備学習（予習・復習等）の内容
[ 予習 ]
授業では，テキストの設問に加えて，各 Reading Passage の内容・
構成の整理のためのプリント教材を配布し，教員が文法事項・意味
内容などの補足的な質問・説明を行う形で Reading 本文の読解を進
めますので，それらの質問に解答できるよう，単語・成句や構文を
含めて Reading 本文を十分に読み込み，パラグラフの論旨を把握し
て授業に備えて下さい。
[ 復習 ]
授業でパラグラフ内の文章構成，論旨の展開を確認した後は，
Reading 全体の中で各パラグラフの担う役割・関係性を理解し見通
せるよう，復習すること。また，各パラグラフで学んだ語彙・成句
について，知らない語句，忘れていた語句は必ずチェックし，注意
すべき発音も確認して下さい。
教科書
Reading Explorer 4 Third Edition, Paul MaCintyre, David Bohlke 編
（National Geographic Learning/Cengage Learning）
参考書
なし

単位数
1単位

担当者
織田

哲司

授業の概要・到達目標
—Economist 誌の記事を読む—
《授業の概要》
Economist 誌の記事を読む。テキストの内容は科学、文化、政治、
経済などできるだけ新しく多岐にわたるトピックを取り上げる。将
来的には専門科目における学術論文をも読む準備段階として、英文
の構造をしっかり把握し、それに忠実な日本語訳を作れるようにな
るための訓練の場とする。1つのトピックを2週間かけて読む。授
業の進む速さは受講者からの質問に答えながら進むのでゆっくりで
ある。
《到達目標》
英語テキストを読むことによって具体的には次の到達目標をバラ
ンスよく達成する：
1. 英語で書かれた文章を読んで、主題を把握することができる。
2. 人の価値観の多様性が、文化・習慣の違いから生まれることを、
実例を挙げて説明できる。
3. 言 語・歴史・宗教を学ぶことによって、外国と日本の文化につ
いて比較できる。
4. 文化に幅広く興味をもち、その価値について討議する。
5. 日本社会の成り立ちについて歴史などの観点から説明できる。
6. 日本の国際社会における位置づけを歴史などの観点から説明で
きる。
到達目標達成のための学問領域：英語、歴史、宗教、哲学、政治
など。

授業内容

第1回：イントロダクション
第2回：進化論1－読解のポイント解説
第3回：進化論2－テキストの読解
第4回：文化人類学1－読解のポイント解説
第5回：文化人類学2－テキストの読解
第6回：未来学1－読解のポイント解説
第7回：未来学2－テキストの読解
第8回：認知科学1－読解のポイント解説
第9回：認知科学2－テキストの読解
第10回：農業経済学1－読解のポイント解説
第11回：農業経済学2－テキストの読解
第12回：社会学1－読解のポイント解説
第13回：社会学2－テキストの読解
第14回：a まとめ；b 試験

履修上の注意
充分な予習、復習と出席はいうまでもないが、このクラスでは自
発的な質問やコメントが求められる。また、受講者は日頃から国際
ニュースに触れて、いま世界で何が起こっているのかについて絶え
ず関心を持ち続けることが必要である。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業に臨む前に以下のような要領で予習することが重要である。
1. 英和辞典を活用する―単語を調べる
事前に辞書を調べ、知らない単語の意味や発音をチェックしてお
く。教科書の余白のみならずノートに記入しておくとよい。またそ
の単語はどのような文脈で使われるか、使い方の特徴はなにか、そ
ういう点に目を向けるのも準備としてすぐれた態度である。その使
い方が歴然として分かるような用例を辞書にあげてある文をノート
に記入しておくとよい。
授業中、理解できなかった点や、いまひとつ理解がいかず曖昧な
点は、教員に質問をして、次回までに疑問を残さないように、心が
けることが重要である。
とくに英作文の準備には和英辞典で調べた単語や表現をもう一度
英和辞典で確認することが必要である。そうすることが日本語訛り
の少ない、より自然な英語への近道となる。
自宅等における予習には冊子体の中辞典クラスの利用を勧める。
電子辞書類の使用を否定するものではないが、電車の中や授業時な
ど、臨時的な使用に適しているので、冊子体の辞書と電子辞書類を
うまく使い分けることが大切である。
2. 百科事典を活用する―単語以外のさまざまな事項を調べる
たとえばテキストのなかに人名が出てきた場合、これがどの国の
人か、どの時代の人か、何をした人か、などを百科事典を参照して、
自分から進んで調べておくとよい。
以上のように、もちろんすべて完全に調べつくす必要はないが、
できるだけ広い範囲から辞書類、文献にあたることを勧める。
さらに書物だけにとどまらず、自分の五官を通して体験する予習
も好ましい。
3. 自分の五官を活用する
これは辞書類からの知識だけでなく自らの目や耳、舌などをあら
ゆるチャンネルを通してテキストに関連する事項を体験することで
ある。たとえば音楽や絵画の話題が出てきたとすれば、実際にそれ
を聴いたり観たりする、そのためには実際に会場に行ってみること
もできるがビデオや DVD を活用すれば便利である。あるいはイン
ド料理の話題が出てきたとする。そのときにはレストランで実際に
食べてみる。そういう点まで踏み込んで調べておくと、講義はいっ
そう楽しいものになるはずである。

教科書

Oh-o! Meiji System を利用してプリントを配付する。

参考書
いざというときに頼りになる文法解説書を手元にもっておくこと
が重要である。代表的な解説書を挙げておく。
初級者向け：
『総合英語フォレスト』石黒昭博（監修）
（桐原書店）
中級者向け『ロイヤル英文法』綿貫、須貝、宮川、高松（著）
:
（旺
文社）
上級者向け『英文法解説』江川泰一郎（著）
:
（金子書房）

成績評価の方法
定期試験60％，平常点（課題の提出とその内容，出欠状況・予習・
質疑応答等の授業参加度，小テストなどの成績）40％。 単位取得
に必要な出席日数を満たしていることを成績評価の前提とします。

成績評価の方法

その他
オフィスアワー：木曜日12：50～13：20

英語第Ⅳ研究室（3号館3階3-406）
オフィス・アワー：水曜日、木曜日 ､ 金曜日12：40～13：30。オ
フィスアワー以外でも可能な限り随時受け付けるが、事前の連絡が
望ましい。 電子メール：oda_t@meiji.ac.jp

中央棟３ F 講師控室

学期中の授業回数の2/3以上の出席者が評価対象となる。課題
小テスト（Oh-o! Meiji System）30%、試験50%、授業中のパフォー
マンス20% の配分で計算し、合計で60% 以上を合格とする。

その他
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱａ政
（3）

科目ナンバー：(AG)LAN111M

単位数

担当者

1単位

中村美帆子

科

目

名

英語Ⅱａ政
（4）

授業の概要・到達目標
「英語4技能の向上」
《授業の概要》
ABC のニュース映像を教材として、英語の4技能（Listening,
Speaking, Reading, Writing）を総合的に高める。ニュースを視聴し
て内容を把握し、そこから読み取れる諸問題について考え、自分の
意見を英語で表現する力を身につける。その他の映像資料や新聞・
雑誌記事等も適宜取り入れる。
《到達目標》
1. 語彙や表現を習得する。
2. 時事問題に関する知識を得て、
多方面から検討できるようになる。
授業内容
第1回：イントロダクション
第2回：News Story 1-1（Easter Egg Hunt）
第3回：News Story 1-2
第4回：News Story 2-1（Youngest Inaugural Poet）
第5回：News Story 2-2
第6回：小テスト1, まとめ
第7回：News Story 3-1（Reopening Schools）
第8回：News Story 3-2
第9回：News Story 4-1（Pope’s Historic Trip）
第10回：News Story 4-2
第11回：小テスト2, まとめ
第12回：News Story 5-1（America is Back）
第13回：News Story 5-2
第14回：a. 試験 , b. まとめ

単位数

担当者

1単位

樋渡さゆり

授業の概要・到達目標
「（4） 総合英語」
≪授業の概要≫
総合的な語学力を養い、応用として論説文を読む．授業前半の
Module a ではリスニング＆ヴォキャブラリーののテキストを用い
てコミュニケーション能力を養う． 後半の Module b では論説文テ
キストのリーディングを行う．テキストは「食の文化と伝統」に関
するエッセイであり、グローバルな視点から現代の文化を考えさせ
る内容である．
≪到達目標≫
論説文の正確な読解、基本的なヴォキャブラリーの涵養、リスニン
グ力の向上、文法事項の理解の定着などを目標とする。研究活動や
TOEFL・TOEIC などの英語技能試験に対応できるように、大学生
にふさわしい英語学習の基本的なパターン構築を目指す．
授業内容
第１回：b のみ : イントロダクション
第２回：Listening & Vocabulary Unit 1／リーディング Ch. 1か
ら基本的には章立て順に講読する（演習科目の特性上、リー
ディングの進度については「履修者の理解到達度を重要視
してフィードバックを返すパターン」を反復して授業を展
開し、最適化する）
第３回：Unit 2／リーディング
第４回：Unit 3／リーディング
第５回：Unit 4／リーディング
第６回：L & V 復習／リーディング
第７回：L & V Unit 5／リーディング
第８回：リーディングの復習／L & V Unit 6
第９回：L & V Unit 7／リーディング
第10回：Ｌ＆Ｖ Unit 8／リーディング
第11回：L & V 復習／リーディング
第12回：a,b とも：リーディング
第13回：a,b とも：リーディング
第14回：a. まとめ／b：期末定期試験
履修上の注意
大学生にふさわしい辞書を使用していることが前提となる． 資
料掲示や課題提出、連絡等にクラスウェブを使用．

履修上の注意
1. 毎回の授業には、必ず辞書を持参すること（英和、和英）。
2. 5回以上欠席した場合は単位を与えない。遅刻・早退は3回で
1回の欠席とみなす。
3. こ の授業では教科書の前半（News Stories 1-7）から5つの
news story を選んで使用する。教科書の後半（News Stories
8-15）は、秋学期の「英語 IIb」で使用する。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：単語や表現を辞書で調べ、練習問題を解く。
復習：内容や語彙を確認し、小テストと試験に備える。
教科書
『Broadcast: ABC WORLD NEWS TONIGHT 4 / 映像で学ぶ
ABC ワールドニュース 4』,Shigeru Yamane 他著（金星堂）
参考書
資料を適宜配布する。
成績評価の方法
期末試験50％, 小テスト30％, 授業への参加度20％
その他
連絡先：最初の講義で示す。

準備学習（予習・復習等）の内容
Module a: 事前に各自でリスニングを行い、授業では答え合わせ
から始める．
Module b: 指定範囲のテキストを、示されたポイントに注目して読
んでくる．各回受講後は，内容や文法事項を確認・補足して理解を
深める．
教科書
Module a:『TOEIC TEST 必修単熟語チェック 650点レベル』西
谷・吉塚（音羽書房鶴見書店）
Module b:『Food in Tradition and Culture（食の文化と伝統）』H.
Heather Kotake 著（成美堂）
参考書
『プログレッシブ英和中辞典』（小学館）
『リーダーズ英和辞典』（研究社）
成績評価の方法
授業実施回数の２／３以上に出席している履修者を評価対象とし
ます．対象外の場合は「T」となります .
期末定期試験60％，平常点（リスニング、出席状況、課題提出な
ど）40％で評価．
その他
質問は随時受けるがオフィスアワーは以下のとおり： 英語第 I
研究室（第一校舎 ３号館４階）詳細はクラスウェブに掲示 .
連絡にはクラスウェブを利用します
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱａ政
（5）

科目ナンバー：(AG)LAN111M

単位数
1単位

担当者
小嶺

科

目

名

英語Ⅱｂ農
（1）

智枝

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
・リーディング・リスニング力を付ける。
・思考力を養い、自分の意見を述べるスピーキング・ライティン
グ力向上を目指す。
・英語で発信できるようになるための語学トレーニングを行う。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
難易度中程度の語彙が含まれる Reading Passage を読み、練習問
題にて理解度を確認する。会話例を通してリスニングの練習を行う。
Discussion 問題について考え、話し合い、意見を述べる練習を行う。
授業内容
第１回：オリエンテーション
第２回：Unit 1
第３回：同上
第４回：Unit 2
第５回：同上
第６回：Unit 3
第７回：同上
第８回：Unit 4
第９回：同上
第10回：Unit 5
第11回：同上
第12回：Unit 6
第13回：同上、発表
第14回：a. まとめ b. 学期末試験
＊講義内容や Unit の順番は必要に応じて変更になる場合がある。

単位数

担当者

1単位

中須賀稚子

授業の概要・到達目標
昨今の大学生にとって，英語はいろいろな意味において必要不可
欠であると言われている。一介の英語教師として、
学生に、英語を楽しんでもらいたい、という思いは強いが、それぞ
れのニーズが異なる故、すべての学生がハッピーな
授業はなかなかに困難であるのが実情である。
今回のテキストは、英語を読みつつも、その内容が若い学生に何
かを考えさせるきっかけとなれば、幸いである。
具体的には、様々なものの見方を与えてくれる内容の英文を、細か
いニュアンスまで含めて、理解できることが目標である。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
テキストだけに頼らずにさまざまな英語に触れ，自分で自分の理
解度を確認しながらゆっくり，しかし確実に前進していく。授業で
は，学生が発表し，教師は補足・解説を加える。自発的学習が大い
に期待されるクラスである。
授業内容
第１回：a イントロダクション
b 第7課 南アフリカ 1回目
第２回：同 2回目
第３回：第8課 ニュージーランド １回目
第４回：同 ２回目
第５回：第9課 オーストラリア １回目
第６回：同 ２回目
第７回：第10課 シンガポール １回目
第８回：同 ２回目
第９回：第11課 インド
第10回：第12課 フィリピン
第11回：第13課 ジャマイカ
第12回：第14課 アメリカ合衆国
第13回：第15課 カナダ
第14回：a： まとめ
b： 試験
授業内容は、進行状況に応じて変更もあり得る。

履修上の注意
ペア・グループワークを多く取り入れます。積極的姿勢で授業に
参加すること。

履修上の注意
必ず予習をして授業に出席すること。常に辞書を手元に置きくこ
と。分からないこと，納得できないと発言することは歓迎するが，
予習が足りないこと，考えようとしない態度は評価されない。気を
つけてください。
授業には、辞書を携帯してください。
また、授業中に教室を出ていく学生を多く見かけるようになりま
した。
以前、そのことを注意したところ、当該学生から、「じゃあ、先
生はトイレを我慢しろ、って言うんですか？」と
反論されたのですが、「トイレを我慢しろ、ではなく、授業中にト
イレに行かなくても済むようにしてから授業に出てください」
ということを申し上げています。
全ての事情をひとまとめにしているわけではありません。
あとは大学生として、判断してください。

準備学習（予習・復習等）の内容
Reading passage の予習、Writing の課題を行うこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業前に分らない点を自分なりにはっきりさせ、帰宅後はその部
分を中心に、確認作業を行うこと。

教科書
Y. Nakatani, et al., Global Leadership（Kinseido）

教科書
Global Perspectives in the English-speaking World: Past and
Present（松柏社，2022）
参考書
授業内で指示する。

参考書
特に定めない。
成績評価の方法
定期試験50％，平常点（出席、課題の提出、小テスト、発表など
を含む）50％の総合評価
その他
オフィスアワ―：月曜日 12.30-13.30（中央校舎3F 講師控室）
tomoek@meiji.ac.jp

成績評価の方法
筆記試験（授業内及び期末を予定）で70％，授業内での評価（出
席点ではない）30％，計100％で評価を決定する。総合で60% 以上
に単位を認定する。
欠席は５回を超えた段階で受験資格を失う。
遅刻は３回で欠席１回とするので、遅刻を h しないよう気を付ける
こと。
その他
オフィスアワー：金曜日12：45～13：15（いずれかの講師控え室）
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱｂ農
（2）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
狩野

科

目

名

英語Ⅱｂ農
（3）

晃一

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標およびテーマ》
ことばの不思議に関するエッセイを毎回読み進めます。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の A に対応す
る科目である。
《授業の概要》
様々な読み物を通して、広い知見を英語で得るだけでなく、そこ
にある問題に対する理解を深める。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：B. Russell （4）
第３回：B. Russell （5）
第４回：B. Russell （6）
第５回：E. Hoffer （4）
第６回：E. Hoffer （5）
第７回：E. Hoffer （6）
第８回：Letter （4）
第９回：Letter （5）
第10回：Letter （6）
第11回：G. Orwell （4）
第12回：G. Orwell （5）
第13回：G. Orwell （6）
第14回：まとめ、期末試験

単位数
1単位

担当者
川村

晶彦

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
「英語で考え、発信する」
語彙・文法・語法をはじめとする基礎的英語力を活用し、毎回様々
なトピックについて読み、考え、意見を発信することで、大学生に
必要な英語力を身につけるだけでなく、英語と英語文化への理解を
深める。
《授業の概要》
毎回、授業開始時に語彙、文法・語法あるいは簡単なスピーキン
グの小テストを行う。その後、1つのトピックにつき2回の授業で
英文を読み、考え、英語で意見を発信する練習を行う。
＊英語による意見の発信はグループ・ワークおよびピア・レビュー
を中心としたライティングを想定しているが、必要に応じてプレゼ
ンテーション等も行う。
授業内容
第１回 Introduction（Ib の復習と課題の確認）
第２回 AI（議論と意見の発信）
第３回 History（内容理解）
第４回 History（議論と意見の発信）
第５回 Social Networking Sites（SNS）
（内容理解）
第６回 Social Networking Sites（SNS）
（議論と意見の発信）
第７回 Business（内容理解）
第８回 Business（議論と意見の発信）
第９回 War and Peace（内容理解）
第10回 War and Peace（議論と意見の発信）
第11回 Intercultural Communication（内容理解）
第12回 イギリスのポップカルチャー（クリスマス）
第13回 Intercultural Communication（議論と意見の発信）
第14回 a：まとめ b：期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意
英語で意見を発信してもらう上で、パソコンを使用する。オフィ
ス系のソフトの基礎的活用能力は必須である。

履修上の注意
予習は必須。積極的な授業への参加（発言等）が求められる。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習（20分）はどこがわからない点を明確にすること。復習（40
分）は授業で明らかになった点を重点的に繰り返して行う。
教科書
毎回プリントを配布する。
参考書
授業内で適宜指示する。
成績評価の方法
平常点（課題、小テストなど）40％、試験60％の総合評価。
その他
オフィス・アワー：金曜日・３時限目
英語第Ⅱ研究室（3号館404号室）

準備学習（予習・復習等）の内容
受講者は毎回，十分な準備をした上で自分の疑問点をはっきりと
させて授業に臨むこと。当然ながら，テキストや事前に配布したプ
リント等，予習可能な教材に関しては，しっかりと目を通し，予習
した上で出席すること。
教科書
プリントを使用する。
参考書
中辞典クラス以上の学習辞典（英和または英英）
＊電子辞書を推奨するが、スマホ等を介してオンライン辞書を利用
する場合は一定の基準を満たしたサイトのみ可。
成績評価の方法
授業への参加度（30％），小テスト（10％），課題等（10％）によ
る平常点及び期末試験（50％）を総合的に評価する。
＊詳細は初回授業時に説明する。
その他
連絡先：初回授業時に指示する。
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱｂ農
（4）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
原田

科

目

名

英語Ⅱｂ農
（5）

英子

授業の概要・到達目標
＜英文読解力の強化と英語表現力＞
英語 IIa に引き続き、社会、文化、歴史、芸術など様々な分野の
話題に関する英文エッセイを読み、異文化理解や読解力、語彙力の
増強を図る。
上記の目的・目標のために，基本的にテキストに沿って2回の授
業で1課進める。学生の要望やテキストのトピックにあわせて補足
的なリーディングのプリントを配布し，リーディング能力の増強を
する。また、必要に応じて映像を使って理解を深める。1課終わる
ごとにクラスウェブ上で小テストをする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A
に対応する科目である。
授業内容
第１回 イントロダクション（授業方法・テキストの説明 ）
第2回 Unit 7 The English Language （1）
第3回 Unit 7 The English Language （2）
第4回 Unit 8 The Rise of Cities （1）
第5回 Unit 8 The Rise of Cities （2）
第6回 Unit 9 Trusting in recorded History （1）
第7回 Unit 9 Trusting in recorded History （2）
第8回 Unit 10 Battles on Board Games （1）
第9回 Unit 10 Battles on Board Games （2）
第10回 Unit 11 How Democracy Works （1）
第11回 Unit 11 How Democracy Works （2）
第12回 Unit 12 Marriage and the State （1）
第13回 Unit 12 Marriage and the State （2）
第14回 a: 授業内容のまとめ b: 確認テスト

単位数
1単位

担当者
原

功

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
この授業では、農学部での学修に必要と思われる英語のスキルの
うち、特に必要かつ独習が難しいと考えられる英文読解力と英作文
力の養成を行います。国内外の研究成果の多くは英語で発表されて
いるため、その内容を正確に捉えることと自分の考えを適切な英語
で表現することはこれからの学修活動に必須であると思われます。
従って、自力で英文を読んだり、書いたりするために身につける必
要のある知識を順を追って身につけ、多くの演習を通じてスキルを
高めていきます。
秋学期は、春学期の成果を踏まえ、まとまった英文を効率的に読
み、正確に内容を理解し、文章中から情報を収集し、パラグラフや
文章全体のおよその内容を把握できるようになるためのトレーニン
グを行います。また、英文の内容を踏まえて自分の考えを述べたり、
意見交換をしたり、よりアクティブな学習を行います。そのような
学習の中に英作文の課題を組み入れます。
《授業の達成目標及びテーマ》
1）英文を自力で読み取ることができるようになること
2）自分の考えを適切に英語で表現できるようになること

授業内容

第１回： a. 春学期の振り返り b. 効率的な英文の読み方
第２回： Reading Unit 7
第３回： Reading Unit 8
第４回： Reading Unit 9
第５回： Writing Unit 8
第６回： Writing Unit 9
第７回： Writing Unit 10
第８回： Reading Unit 10
第９回： Reading Unit 11
第10回： Reading Unit 12
第11回： Writing Unit 11
第12回： Writing Unit 12
第13回： Writing Unit 13
第14回： a. 期末試験 b. 総括と今後の学習の指針

履修上の注意

1）この授業は始業時刻と同時に開始しますので、間に合うように
教室に着席してください。理由なく大幅に遅刻した場合は出席
したものとみなしません。
2）授業時数の3分の1を超える欠席（5回以上）は評価の対象と
しません。やむを得ない理由で欠席する場合は許可を得た上で
代替手段で自習し、課題を提出して下さい。
3）読むにせよ書くにせよ、能動的な学習姿勢が求められます。従っ
て、授業に参加する意志がないものと判断した場合、度重なる
警告にも関わらず授業と関係のない行為を継続している場合に
ついては、たとえ教室にいても出席したものとみなしません。

＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

準備学習（予習・復習等）の内容

秋学期は予習を前提としません。
復習としては、次のことを推奨します。
1）授業中に紹介したトレーニング法を、各自の興味のある英文で
実践すること （60分）
2）添削された英作文を見直し、文法、語法などを確認すること
（30分）

履修上の注意
必ず予習をした上で授業に参加すること。
積極的な態度での授業参加を心がけること。
毎回、必ず辞書を持参すること。（英和、和英、あれば英英）
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回指名されることを念頭に、英文を読み、わからない単語はあ
らかじめ調べておくこと。その上でわからない箇所があれば明らか
にしておくこと。

教科書

教科書
TRANSCULTURE （金星堂）

参考書

参考書
とくには定めない。必要に応じて授業中に紹介し、プリントを配
布することがある。
成績評価の方法
定期試験50%、平常点（授業参加・貢献度、小テスト・課題）
50%
その他
オフィスアワー: 質問がある場合には、授業の前後に申し出る、
もしくはメールをすること（メールアドレスは最初の授業で示す）。

1）
『Setting the Stage』研究社
2）
『S3:

Structure, Structure, Structure（パラグラフ構造の読解か
ら見るエッセイライティング）
』南雲堂
※これらの教科書は春学期「英語Ⅱ a 農 （５）」から継続して使用し
ます。
未知の英文を読んだり、母語でない言語の文章を書いたりするの
に辞書が必要なのは言うまでもありません。しかしながら、どのよ
うな辞書を用意すればいいか迷っている人も多いことでしょう。ま
ずは、どのような辞書でも良いので、手持ちの辞書を持参し、使っ
てみてください。学習が進む中で手持ちの辞書では役に立たないと
感じることがあるでしょう。その時にこそ、どのような辞書が必要
なのかが見えてくることでしょう。

成績評価の方法

出席率が規定以上であることを前提として、次の観点により評価
します。
読解課題
20%
作文課題
20%
コメントペーパー 10%
期末試験
50%

その他

授業に関する質問などは授業前後に教室で受けます。また、Oho! Meiji の「ディスカッション」に質問専用のスレッドを用意する他、
質問専用のメールアドレスをお知らせします。
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱｂ化
（1）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
平野

科

目

名

英語Ⅱｂ化
（2）

桃子

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
Active − Skills for Reading 4（Third Edition）を教材として利
用し、リーディングを主としながら、内容理解にとどまらず、ライ
ティングにも役立つ英文の構造を学びます。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに対
応する科目です。
《授業の到達目標》
Beyond Planet Earth、Unearthing the Past、Language and Life
など、多岐にわたるトピックに関する英文を読みながら、読解力の
向上、基礎的な単語力の増強、文法の確認、さらには英語の文章構
成を理解することを目的とします。
授業内容
この科目はメディア授業（オンデマンド型）を行う回があります。
第1回 Unit7, chapter1,‘The Mediterranean Diet’
＊以下のスケジュールはコースの途中で変更されることがあります。
第2回 Unit7, chapter2,‘Genetically Modified Food’
第3回 Unit8, chapter1,‘Solar Storms’［メディア授業（オンデ
マンド型）］
第4回 Unit8, chapter2,‘Star Struck’
第5回 Unit9, chapter1, The Search for Cleopatra’
［メディア
授業（オンデマンド型）］
第6回 Unit9, chapter2,‘Where Inca Kings Lie’
第7回 Review Unit
［メディア授業（オンデマンド型）］
第8回 Unit10, chapter1,‘The Exodus of Languages’
第9回 Unit10, chapter2,‘Life with the Tarahumaras’
［メディ
ア授業（オンデマンド型）］
第10回 Unit11, chapter1,‘The Race to Rescue Koalas’
第11回 Unit11, chapter2,‘Rhino Wars’
［メディア授業（オンデ
マンド型）］
第12回 Unit12, chapter1,‘Brazil: A Musical Melting Pot’
第13回 Unit12, chapter2,‘Hip-Hop Planet’［メ デ ィ ア 授 業（オ
ンデマンド型）］
第14回 期末試験
履修上の注意
各回の授業で扱う範囲の予習をするようにして下さい。自身の専
攻や分野にとらわれず、様々な主題に触れながら英語を使って幅広
い知識を吸収したいという学生を歓迎します。
全日程の３分の１以上欠席した者は、原則として成績評価対象外と
します。遅刻は３回で１回分の欠席とみなします。また授業開始後
２０分以上遅れて来た者、教科書を持って来なかった者も欠席扱いと
なります。
準備学習（予習・復習等）の内容
学習内容を確認するための小テスト（ごく短いライティングを含
む）を適宜行う予定ですので、学習内容の復習をするようにして下
さい。
授業内ではテキストの音読をしてもらうこともありますので、単
語の意味だけでなく発音やアクセントも必ず確認するようにして下
さい。
教科書
Neil J Anderson
『Active − Skill for Reading 4』
（Third Edition）
（National Graphic Learning）

単位数
1単位

担当者
柏原

俊樹

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
複雑な英文も英文の流れのままに頭の中で自然に区切っていける
こと、また、ごく普通にしゃべっているネイティブの英語をある程
度聞き取れるようになることを目標に学んでいく。
《授業の概要》
主に3つの切り口から学んでいく。1つには、映画の脚本を通じ
て、日常よく使う表現の習得やわかりにくい内容の理解に取り組む。
もう1つには、使われている英語を通じた学習のきっかけとして、
随時実践的な [ やや難しい ] リスニングも取り入れる。さらに、日
本語になくて、どんな分野であろうと英語を深く理解し使いこなし
ていくためには必要不可欠な、けれどもあまり学習されていないと
思われる、いわゆる冠詞についても継続的に勉強していく。口語的
表現、実践的リスニング、冠詞のいずれについても、まだまだ訓練
の余地がある領域と思われるため、重点的に取り組みたい。
ただし、オンライン授業中心となった場合は、冠詞の勉強に特化
するかもしれません。冠詞の勉強に関してご承知おきいただきたい
ことが2つあります。日本語のネイティブも国語のテストで必ず
100点を取れるわけではないのと同様、英語のネイティブも冠詞に
ついてすべてわかっているわけではないことと、それ故、冠詞の勉
強は、大学レベルの学びにふさわしいともいえる、理論の領域に踏
み込まざるを得ないことです。理論が正しいか、もっと優れた理論
がないかは、現象から検証しつつ、よくよく考えていくほかありま
せん。みなさんと一緒に、理論の深化に取り組みたいと思います。
授業内容
第１回：春学期理解度確認試験の解答・解説
第２回：Unit 7: GEORGE’
S GARAGE
第３回：Unit 8: GEORGE’
S SHACK
第４回：Unit 8: ALYSSA’
S HOUSE
第５回：Unit 9: GEORGE’
S GARAGE
第６回：Unit 9: DAVID DOKOS’HOUSE
第７回：Unit 10: GEORGE’
S SHACK
第８回：Unit 10: GEORGE’
S HOUSE
第９回：Unit 11: ROBIN’
S KITCHEN
第10回：Unit 11: GEORGE’
S HOUSE
第11回：Unit 12: GEORGE’
S GARAGE
第12回：Unit 12: GEORGE’
S HOUSE
第13回：Unit 13: COLLEEN’
S FAMILY ROOM
第14回：まとめと理解度確認試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
辞書必携。その他授業中に指示されたものも忘れないようにして
ください。
積極的に発言してください（思い込み歓迎）。
準備学習（予習・復習等）の内容
教科書の予習は必須。次回の範囲の教科書の文章に目を通してお
くこと、各回にメモを取った内容を復習・整理することが望ましい。
リスニングについては、聞き取ってみたい材料があれば、ぜひチャ
レンジしてみてください。短い範囲をできればわかるまで繰り返し
聞き、解答を見るのは最後の最後にすると効果的です。解答がない
場合は、できる限り答え合わせに協力します。
教科書
映画シナリオ『海辺の家』（英宝社）
参考書
英語辞書は，できる限り語源欄の付いているものを使用してくだ
さい。

参考書
特に定めない。
成績評価の方法
期末試験50%、小テスト（またはライティング）20%、授業への
参加度30% で総合的に評価する。
その他
質問や相談は授業時間の前後、あるいは email で受け付けます。

成績評価の方法
学習したことを身につけているかを試験（学期末試験その他の試
験）によって確認する（70％）。英語を通じた知識の獲得・拡充に
努めていることを授業への取り組み態度（積極的な質問・発表・小
テスト・レポートなど）で示すことを評価する（30％）。
その他
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱｂ化
（3）

科目ナンバー：(AG)LAN111M

単位数

担当者

1単位

大須賀寿子

科

目

名

英語Ⅱｂ化
（4）

授業の概要・到達目標

単位数
1単位

担当者
織田

哲司

授業の概要・到達目標

《授業の達成目標及びテーマ》
春学期での学習を発展させて、さらに英語の４技能を伸ばしてい
くことを目標とします。春学期では、読解をすることを介して、基
本的な文章の作成を進めて、最終的には paragraph 単位のまとまっ
た文章を書くことを目標にします。春学期は英文を丁寧に読み、
sentence を正確に丁寧に書くことに注意を払ってきましたが、秋学
期はそれを発展させて、paragraph 単位で自分の意見を文章で表現
したり Presentation をすることを目標にしていきます。
《授業の概要》
春学期と同様に、さまざまな話題を扱った英語教材を読むことに
よって、専門分野以外の内容にも柔軟な思考を持てるような一助に
したいと思います。また、教材を介して語彙や情報を知り、正確な
文法事項を理解し、そして情報から得た知識などをライティングや
リスニング、スピーキングにも応用していきます。読解教材を利用
して、英文を暗記し、重要なフレーズを学習し、時には良い文章の
サンプルをまねて学ぶことによって、writing の学習やリスニング
の練習を進めていくようにします。春学期で学習した sentence
writing の練習及び文法事項、表現の確認に加え、さらにまとまっ
た内容の英語を書けるようにすることを目標とします。そして最終
的には、自分の意見を英語で論理的に述べられるようにします。

授業内容

テキストの他に以下のテーマに基づいて学習をします。
Output を中心としつつ、総合的に英語の知識の取得をめざしま
す。授業の終盤には、Presentation を行います。
第1回：春学期の復習
第２回：Unit 6 Information Design
第３回：Unit 6 Information Design
第４回：Unit 7 Global Challenge
第５回：Unit 7 Global Challenge
第６回：Unit 8 Medical Innovations
第７回：Unit 8 Medical Innovations
第８回 Unit 9 World Languages
第９回：Unit 9 World Languages
第10回：Unit 10 Survival Instinct
第11回：Unit 10 Survival Instinct
第12回：presentation
第13回：presentation
第14回：a 秋学期試験
b 秋学期試験解説
＊授業内容は必要に応じて変更する可能性があります。毎回の授業
で E メールを書く練習などもします。

—Economist 誌の記事を読む—

《授業の概要》
Economist 誌の記事を読む。テキストの内容は科学、文化、政治、
経済などできるだけ新しく多岐にわたるトピックを取り上げる。将
来的には専門科目における学術論文をも読む準備段階として、英文
の構造をしっかり把握し、それに忠実な日本語訳を作れるようにな
るための訓練の場とする。1つのトピックを2週間かけて読む。授
業の進む速さは受講者からの質問に答えながら進むのでゆっくりで
ある。
《到達目標》
英語テキストを読むことによって具体的には次の到達目標をバラ
ンスよく達成する：
1. 英語で書かれた文章を読んで、主題を把握することができる。
2. 人の価値観の多様性が、文化・習慣の違いから生まれることを、
実例を挙げて説明できる。
3. 言 語・歴史・宗教を学ぶことによって、外国と日本の文化につ
いて比較できる。
4. 文化に幅広く興味をもち、その価値について討議する。
5. 日本社会の成り立ちについて歴史などの観点から説明できる。
6. 日 本の国際社会における位置づけを歴史などの観点から説明で
きる。
到達目標達成のための学問領域：英語、歴史、宗教、哲学、政治な
ど。

授業内容
第１回：イントロダクション

第２回：パンデミック1－読解のポイント解説
第３回：パンデミック2－テキストの読解
第４回：ソーシャル・メディア1－読解のポイント解説
第５回：ソーシャル・メディア2－テキストの読解
第６回：君主制1－読解のポイント解説
第７回：君主制2－テキストの読解
第８回：都市の問題1－読解のポイント解説
第９回：都市の問題2－テキストの読解
第10回：グローバル化1－読解のポイント解説
第11回：グローバル化2－テキストの読解
第12回：健康1－読解のポイント解説
第13回：健康2－テキストの読解
第14回：a まとめ；b 試験

履修上の注意
充分な予習、復習と出席はいうまでもないが、このクラスでは自
発的な質問やコメントが求められる。また、受講者は日頃から国際
ニュースに触れて、いま世界で何が起こっているのかについて絶え
ず関心を持ち続けることが必要である。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業時に扱う箇所を前もって、内容を把握しておくこと。単語な
どを調べ、わからない箇所をはっきりさせて問題をといておくこと。
復習は授業で使った資料などを見直しておき、授業内容にそった課
題をすること。
予習では、辞書を使って学習してください。

授業に臨む前に以下のような要領で予習することが重要である。
1. 英和辞典を活用する―単語を調べる
事前に辞書を調べ、知らない単語の意味や発音をチェックしてお
く。教科書の余白のみならずノートに記入しておくとよい。またそ
の単語はどのような文脈で使われるか、使い方の特徴はなにか、そ
ういう点に目を向けるのも準備としてすぐれた態度である。その使
い方が歴然として分かるような用例を辞書にあげてある文をノート
に記入しておくとよい。
授業中、理解できなかった点や、いまひとつ理解がいかず曖昧な
点は、教員に質問をして、次回までに疑問を残さないように、心が
けることが重要である。
とくに英作文の準備には和英辞典で調べた単語や表現をもう一度
英和辞典で確認することが必要である。そうすることが日本語訛り
の少ない、より自然な英語への近道となる。
自宅等における予習には冊子体の中辞典クラスの利用を勧める。
電子辞書類の使用を否定するものではないが、電車の中や授業時な
ど、臨時的な使用に適しているので、冊子体の辞書と電子辞書類を
うまく使い分けることが大切である。
2. 百科事典を活用する―単語以外のさまざまな事項を調べる
たとえばテキストのなかに人名が出てきた場合、これがどの国の
人か、どの時代の人か、何をした人か、など百科事典を参照して、
自分から進んで調べておくとよい。
以上のように、もちろんすべて完全に調べつくす必要はないが、
できるだけ広い範囲から辞書類、文献にあたることを勧める。
さらに書物だけにとどまらず、自分の五官を通して体験する予習
も好ましい。
3. 自分の五官を活用する
これは辞書類からの知識だけでなく自らの目や耳、舌などをあら
ゆるチャンネルを通してテキストに関連する事項を体験することで
ある。たとえば音楽や絵画の話題が出てきたとすれば、実際にそれ
を聴いたり観たりする、そのためには実際に会場に行ってみること
もできるがビデオや DVD を活用すれば便利である。あるいはイン
ド料理の話題が出てきたとする。そのときにはレストランで実際に
食べてみる。そういう点まで踏み込んで調べておくと、講義はいっ
そう楽しいものになるはずである。

教科書

教科書

履修上の注意

授業には予習をして臨んでください。自分で必ず文章を作成して
から授業に参加してください。授業時は辞書、とくに英英辞典を必
ず持参してください。授業では、積極的に発言し、課題にとりくん
で下さい。授業時には携帯電話やスマートホンを辞書がわりに使用
しないで下さい。授業以外でも英文を書く機会を作ってください。
積極的に発言したり、課題に取り組んでください。なお、授業と関
係ないことをする学生には退室を命じます。
授業時には、oh-o meiji を使って課題提出やクイズなどの作業も
ありますので、ノートパソコン、タブレット、スマートホンを持参
してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

Passways 3 Reading, Writing and Critical Thinking Level 3（ セ ン
ゲージラーニング）

参考書

必要に応じて、授業時に指示します。

成績評価の方法

学期末試験（50％）と平常点（50％：小テスト20，課題20，授業
時の演習，授業における積極的な発言10など）を合わせて総合的に
評価します。授業回数の1/3にあたる欠席回数に達した場合には
単位を認定できません。欠席、遅刻に関する説明を開講時にします
この授業では学習を習慣づけるようにするために、課題が多く
なってしまうかもしれません。その分日々の努力を評価します。

その他

Oh-o! Meiji System を利用してプリントを配付する。

参考書

いざというときに頼りになる文法解説書を手元にもっておくこと
が重要である。代表的な解説書を挙げておく。
初級者向け：
『総合英語フォレスト』石黒昭博（監修）
（桐原書店）
中級者向け『ロイヤル英文法』綿貫、須貝、宮川、高松（著）
:
（旺
文社）
上級者向け『英文法解説』江川泰一郎（著）
:
（金子書房）

成績評価の方法
学期中の授業回数の2/3以上の出席者が評価対象となる。課題
小テスト（Oh-o! Meiji System）30%、試験50%、授業中のパフォー
マンス20% の配分で計算し、合計で60% 以上を合格とする。

その他
英語第Ⅳ研究室（3号館3階3-406）
オフィス・アワー：水曜日、木曜日 ､ 金曜日12：40～13：30。オ
フィスアワー以外でも可能な限り随時受け付けるが、事前の連絡が
望ましい。
電子メール：oda_t@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱｂ化
（5）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
宮川

科

名

英語Ⅱｂ生
（1）

敬子

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標》
このクラスでは英語の実践的な力を効率よく向上させることを目
標とします。リーディング、リスニング、スピーキング、ライティ
ングの４技能を練習しますが、主にリーディングに焦点を当てて練
習します。英語を読んで理解するということは一文一文英語を日本
語に置き換えることではなく，読みながら同時に理解し，理解した
意味を積み重ねながら文章全体の趣旨を把握することです。ただ訳
すのではなく，理解したことを自分の言葉で伝えるという練習を積
み重ねていくことによって，より実践的なリーディングスキルを身
につけていきます。
《授業の概要》
授業ではテキストの各章を読み，自分の言葉（日本語・英語共に）
で説明してもらいます。さらに練習問題をこなしながら，自分の意
見を発表することも練習の一部となります。また各章の終わりにク
イズをして学んだことを確認します。
授業内容
第1回：a. シラバスと評価方法の説明
b. ウォームアップアクティビティ
第2回：Unit 7A: Energy Solutions; Reading A, Exercise Questions
第3回：U nit 7A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第4回：Unit 8A: Epic Engineering; Reading A, Exercise Questions
第5回：U nit 8A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第6回：Unit 9A: High-Tech Solutions; Reading A, Exercise Questions
第7回：U nit 9A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第8回：Unit 10A: All in the Mind; Reading A, Exercise Questions
第9回：U nit 10A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第10回：Unit 11A: Visual Pioneers; Reading A, Exercise Questions
第11回：U nit 11A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第12回：Unit 12A: Far Out; Reading A, Exercise Questions
第13回：U nit 12A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第14回：a. 期末テスト
b. まとめと今後の学習
履修上の注意
テキストと辞書は毎回必ず授業に持参すること。持参しない学生
には平常点は加点されません。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎週予習を欠かさず行うことによって、学生が授業中に積極的に
参加することが重要です。英語を日本語に訳してくるだけでは予習
として不十分です。各パラグラフにどのような内容が書かれている
のか、文章全体で何を言いたいのかを「自分の言葉（英語 / 日本語）
」
で言える様に準備してくる必要があります。読みながら同時に理解
していく実践的な練習を予習の段階でも行いましょう。また各トピッ
クについて自分の意見を持ち、それを表現出来る様にしましょう。
教科書
Reading Explorer 3, 3rd ed.（2020, Cengage Learning Inc.）
参考書
毎回必ず和英・英和辞書を持参すること。英英辞典は Paraphrasing「言い換え」の練習になるので是非活用して欲しいです。また、
テキストに関連したインターネットサイトなどを見て，楽しみなが
ら自主的に学習を続けましょう
成績評価の方法
授業中の参加＆平常点（読解練習と設問などの解答）35％、小テ
ストと期末テスト65％をもとに総合的に評価し，総合点60点以上を
合格とます。詳しくは第一回目の授業で説明します。詳しくは第一
回目の授業で説明します。
その他
オフィス・アワー：火曜12:30-13 :20 （中央棟３ F 講師控室）

目

単位数

担当者

1単位

樋渡さゆり

授業の概要・到達目標
「（1） 総合英語」
≪授業の概要≫
春学期に引き続き、総合的な語学力を養い、応用として論説文を
読む．授業前半の Module a ではリスニング＆ヴォキャブラリーの
テキストを用いてコミュニケーション能力を養う．後半の Module
b では論説文テキストのリーディングを行う。テキストは「食の文
化と伝統」に関するエッセイであり、グローバルな視点から現代文
化を考えさせる内容である．
≪到達目標≫
論説文の正確な読解、基本的なヴォキャブラリーの涵養、リスニ
ング力の向上、文法事項の理解の定着などを目標とする．研究室活
動に向けて、大学生にふさわしい英語学習の基本的なパターン構築
を目指す．
授業内容
第１回：b のみ：秋学期イントロダクション
第２回：L & V Unit 9／リーディング
第３回：L & V Unit 10／リーディング
第４回：L & V Unit 11／リーディング
第５回：L & V Unit 12／リーディング
第６回：L & V Unit 13／リーディング
第７回：L & V Unit 14／リーディング
第８回：復習と補足
第９回：L & V Unit 15／リーディング
第10回：L & V 復習／リーディング
第11回：a,b とも：リーディング
第12回：a,b とも：リーディング
第13回：a,b とも：リーディング
第14回：a. まとめ／ b: 期末定期試験

履修上の注意
春学期 英語 IIa（1） から継続履修 . 再履修として選択する場合は
春学期シラバスを参照のこと .
準備学習（予習・復習等）の内容
リスニング＆ヴォキャブラリーは事前に各自でリスニングを行
い、授業では答え合わせから始める．
リーディングは、指定範囲のテキストを、示されたポイントに注
目して読んでくる．各回受講後は，内容や文法事項を確認・補足し
て理解を深める．
教科書
Module a: 『TOEIC TEST 必修単熟語チェック 650点レベル』
西谷・吉塚（音羽書房鶴見書店）
Module b: 『Food in Tradition and Culture
（食の文化と伝統）』H.
Heather Kotake（英宝社）
参考書
『プログレッシブ英和中辞典』（小学館）
『リーダーズ英和辞典』（研究社）
成績評価の方法
授業実施回数の２／３以上に出席している履修者を評価対象とし
ます．対象外の場合は「T」となります .
期末定期試験 60％，平常点（リスニング、出席状況，小課題など）
40％で評価．
その他
質問は随時受けるがオフィスアワーは以下のとおり : 英語第 I
研究室（第一校舎 ３号館４階403号）詳細はクラスウェブに掲示 .
連絡にはクラスウェブを利用します
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱｂ生
（2）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
柏原

科

名

英語Ⅱｂ生
（3）

俊樹

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
複雑な英文も英文の流れのままに頭の中で自然に区切っていける
こと、また、ごく普通にしゃべっているネイティブの英語をある程
度聞き取れるようになることを目標に学んでいく。
《授業の概要》
主に3つの切り口から学んでいく。1つには、映画の脚本を通じ
て、日常よく使う表現の習得やわかりにくい内容の理解に取り組む。
もう1つには、使われている英語を通じた学習のきっかけとして、
随時実践的な [ やや難しい ] リスニングも取り入れる。さらに、日
本語になくて、どんな分野であろうと英語を深く理解し使いこなし
ていくためには必要不可欠な、けれどもあまり学習されていないと
思われる、いわゆる冠詞についても継続的に勉強していく。口語的
表現、実践的リスニング、冠詞のいずれについても、まだまだ訓練
の余地がある領域と思われるため、重点的に取り組みたい。
ただし、オンライン授業中心となった場合は、冠詞の勉強に特化
するかもしれません。冠詞の勉強に関してご承知おきいただきたい
ことが2つあります。日本語のネイティブも国語のテストで必ず
100点を取れるわけではないのと同様、英語のネイティブも冠詞に
ついてすべてわかっているわけではないことと、それ故、冠詞の勉
強は、大学レベルの学びにふさわしいともいえる、理論の領域に踏
み込まざるを得ないことです。理論が正しいか、もっと優れた理論
がないかは、現象から検証しつつ、よくよく考えていくほかありま
せん。みなさんと一緒に、理論の深化に取り組みたいと思います。
授業内容
第１回：春学期理解度確認試験の解答・解説
第２回：Unit 5: Larry points a finger at Octavius.
第３回：Unit 6: LARRY’
S APARTMENT
第４回：Unit 6: Dexter taunts Larry with the keys.
第５回：Unit 7: MUSEUM ENTRANCE
第６回：Unit 7: Larry and Nick go up the steps to the museum.
第７回：Unit 7: Unit 7: Larry consults his wristwatch.
第８回：Unit 8: IN FRONT OF MUSEUM
第９回：Unit 8: Attila whimpers and sobs.
第10回：Unit 9: LOADING DOCK PARKING AREA
第11回：Unit 9: CENTRAL PARK
第12回：Unit 10: LOADING DOCK
第13回 Unit 10: Dexter jumps off Teddy.
第14回：まとめと理解度確認試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
辞書必携。その他授業中に指示されたものも忘れないようにして
ください。
積極的に発言してください（思い込み歓迎）。
準備学習（予習・復習等）の内容
教科書の予習は必須。次回の範囲の教科書の文章に目を通してお
くこと、各回にメモを取った内容を復習・整理することが望ましい。
リスニングについては、聞き取ってみたい材料があれば、ぜひチャ
レンジしてみてください。短い範囲をできればわかるまで繰り返し
聞き、解答を見るのは最後の最後にすると効果的です。解答がない
場合は、できる限り答え合わせに協力します。
教科書
映画総合教材『ナイト ミュージアム』（松柏社）
参考書
英語辞書は，できる限り語源欄の付いているものを使用してくだ
さい。
成績評価の方法
学習したことを身につけているかを試験（学期末試験その他の試
験）によって確認する（70％）。英語を通じた知識の獲得・拡充に
努めていることを授業への取り組み態度（積極的な質問・発表・小
テスト・レポートなど）で示すことを評価する（30％）。
その他

目

単位数

担当者

1単位

大須賀寿子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
春学期での学習を発展させて、さらに英語の４技能を伸ばしてい
くことを目標とします。春学期では、読解をすることを介して、基
本的な文章の作成を進めて、最終的には paragraph 単位のまとまっ
た文章を書くことを目標にします。春学期は英文を丁寧に読み、
sentence を正確に丁寧に書くことに注意を払ってきましたが、秋学
期はそれを発展させて、paragraph 単位で自分の意見を文章で表現
したり Presentation をすることを目標にしていきます。
《授業の概要》
春学期と同様に、さまざまな話題を扱った英語教材を読むことに
よって、専門分野以外の内容にも柔軟な思考を持てるような一助に
したいと思います。また、教材を介して語彙や情報を知り、正確な
文法事項を理解し、そして情報から得た知識などをライティングや
リスニング、スピーキングにも応用していきます。読解教材を利用
して、英文を暗記し、重要なフレーズを学習し、時には良い文章の
サンプルをまねて学ぶことによって、writing の学習やリスニング
の練習を進めていくようにします。春学期で学習した sentence
writing の練習及び文法事項、表現の確認に加え、さらにまとまっ
た内容の英語を書けるようにすることを目標とします。そして最終
的には、自分の意見を英語で論理的に述べられるようにします。
授業内容
テキストの他に以下のテーマに基づいて学習をします。
Output を中心としつつ、総合的に英語の知識の取得をめざしま
す。授業の終盤には、Presentation を入れます。
第1回：春学期の復習
第２回：Unit 6 Information Design
第３回：Unit 6 Information Design
第４回：Unit 7 Global Challenge
第５回：Unit 7 Global Challenge
第６回：Unit 8 Medical Innovations
第７回：Unit 8 Medical Innovations
第８回 Unit 9 World Languages
第９回：Unit 9 World Languages
第10回：Unit 10 Survival Instinct
第11回：Unit 10 Survival Instinct
第12回：presentation
第13回：presentation
第14回：a 秋学期試験
b 秋学期試験解説
＊授業内容は必要に応じて変更する可能性があります。毎回の授業
で E メールを書く練習などもします。
履修上の注意
授業には予習をして臨んでください。自分で必ず文章を作成して
から授業に参加してください。授業時は英英辞典も入っている電子
辞書などが使用することもあります。ゆえに辞書類は必ず持参して
ください。授業では、積極的に発言し、課題にとりくんで下さい。
授業以外でも英文を書く機会を作ってください。積極的に発言した
り、課題に取り組んでください。なお、授業と関係ないことをする
学生には退室を命じます。
授業では oh-o meiji を使って、資料を配ることもあるので、ノー
トパソコン、タブレット端末、およびスマートフォンのどれかを持
参してあることが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業時に扱う箇所を前もって、内容を把握しておくこと。単語な
どを調べ、わからない箇所をはっきりさせて問題をといておくこと。
復習は授業で使った資料などを見直しておき、授業内容にそった課
題をすること。
授業準備では、書籍の辞書で学習をしてください。
教科書
Passways 3 Reading, Writing and Critical Thinking（センゲー
ジラーニング）
参考書
必要に応じて、授業時に指示します。
成績評価の方法
学期末試験（50％）と平常点（50％：小テスト20，課題20，授業
時の演習，授業における積極的な発言10など）を合わせて総合的に
評価します。授業回数の1/3にあたる欠席回数に達した場合には
単位を認定できません。欠席、遅刻に関する説明を開講時にします
この授業では学習を習慣づけるようにするために、課題が多くなっ
てしまうかもしれません。その分日々の努力を評価します。
その他
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱｂ生
（4）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
行田

科

名

英語Ⅱｂ生
（5）

勇

授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
・テレビニュース（ＢＢＣワールド）を素材に、メディアの英語を
学びます。
・真のコミュ ニケーション能⼒のための「聴解⼒の養成」を第⼀
の⽬標とします。
効果的なコミュニケーションとは、⾃分の⾔いたいことを⼀⽅的
に相⼿に伝えるだけではありません。相⼿の⾔うことを正しく理
解した上で、それに適切に対応することが重要です。ただ⼀⽅的
にしゃべりまくるだけでは「コミュニケーション」とはいえませ
ん。本当に「発信」する⼒をつけるには、まずは「聴く⼒」を養
成することが何よりも⼤切なのです。
≪到達目標≫
・最新のニュースプログラムを編集した音声教材を用いて、生のメ
ディア英語を耳から学ぶことができるとともに、英国社会の話題
や国際情勢について学ぶことができる。
・単なる「音」の認識ではなく、「内容の理解」に目的を絞ること
によって、自然な速度で話される英語を聞き取るコツを身につけ
ることができる。
・速くて難しい教材でも、やさしい学習作業（タスク）を組み合わ
せて、無理なく確実に理解してゆくことができる。
・自らすすんで学習する態度を身につけ、自律的な英語学習を習慣
化する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回・第２回 Unit ７
第３回・第４回 Unit ８
第５回・第６回 Unit ９
第７回・第８回 Unit １０
第９回・第１０回 Unit １１
第１１回・第１２回 Unit １２
第１３回 Unit １３
第１４回 ａ：まとめ ｂ：試験
内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
皆勤とは無縁の学生には、相当な覚悟が無い限り受講をお勧めし
ません。
講義形式ではなく、緊張感のある演習形式の油断できない授業で
す。
多大なる集中力・労力・勤勉さが要求される授業です。
色々な意味で忍耐力が要求される授業です。
準備学習（予習・復習等）の内容
隔週で在宅学習による課題の提出が義務付けられます。
提出期限に遅れた課題は、理由のいかんを問わず、一切受け取り
ません。
課題以外にも、かなりの時間をかけて自宅で学習をすることが要
求されます。
教科書
『British News Update ４ 映像で学ぶ イギリス公共放送の最新
ニュース４』
Timothy Knowles 他 編著
出版社 金星堂
テキストは各自購入のうえ、毎回必ず持参して下さい。
テキストがないと授業に参加できません。
参考書
CALL 教材『Listen to Me!』
この教材は大学のパソコンにインストール済みなので購入する必
要はありません。
成績評価の方法
成績評価方法の詳細については第1回授業で説明しますが、以下
は基本方針です。
定期試験50％，平常点（授業中の発表・課題の提出等）50％。
毎回欠かさずきちんと授業に参加していない場合、定期試験での
一発逆転はありえません。
皆勤は当然の義務なので、欠席・遅刻・早退および課題未提出に
対してはそれぞれ大幅な減点をします。
その他
オフィスアワーと連絡方法は授業中に指示します。

目

単位数
1単位

担当者
宮川

敬子

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標》
このクラスでは英語の実践的な力を効率よく向上させることを目標
とします。リーディング、リスニング、スピーキング、ライティン
グの４技能を練習しますが、主にリーディングに焦点を当てて練習
します。英語を読んで理解するということは一文一文英語を日本語
に置き換えることではなく，読みながら同時に理解し，理解した意
味を積み重ねながら文章全体の趣旨を把握することです。ただ訳す
のではなく，理解したことを自分の言葉で伝えるという練習を積み
重ねていくことによって，より実践的なリーディングスキルを身に
つけていきます。
《授業の概要》
授業ではテキストの各章を読み，自分の言葉（日本語・英語共に）
で説明してもらいます。さらに練習問題をこなしながら，自分の意
見を発表することも練習の一部となります。また各章の終わりにク
イズをして学んだことを確認します。
授業内容
第1回：a. シラバスと評価方法の説明
b. ウォームアップアクティビティ
第2回：Unit 7A: Energy Solutions; Reading A, Exercise Questions
第3回：U nit 7A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第4回：Unit 8A: Epic Engineering; Reading A, Exercise Questions
第5回：U nit 8A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第6回：Unit 9A: High-Tech Solutions; Reading A, Exercise Questions
第7回：U nit 9A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第8回：Unit 10A: All in the Mind; Reading A, Exercise Questions
第9回：U nit 10A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第10回：Unit 11A: Visual Pioneers; Reading A, Exercise Questions
第11回：U nit 11A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第12回：Unit 12A: Far Out; Reading A, Exercise Questions
第13回：U nit 12A: Paraphrasing/Summarizing Exercise, Quiz,
Video
第14回：a. 期末テスト
b. まとめと今後の学習
履修上の注意
テキストと辞書は毎回必ず授業に持参すること。持参しない学生
には平常点は加点されません。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎週予習を欠かさず行うことによって、学生が授業中に積極的に
参加することが重要です。英語を日本語に訳してくるだけでは予習
として不十分です。各パラグラフにどのような内容が書かれている
のか、文章全体で何を言いたいのかを「自分の言葉（英語 / 日本語）
」
で言える様に準備してくる必要があります。読みながら同時に理解
していく実践的な練習を予習の段階でも行いましょう。また各トピッ
クについて自分の意見を持ち、それを表現出来る様にしましょう。
教科書
Reading Explorer 3, 3rd ed.（2020, Cengage Learning Inc.）
参考書
毎回必ず和英・英和辞書を持参すること。英英辞典は Paraphrasing「言い換え」の練習になるので是非活用して欲しいです。また、
テキストに関連したインターネットサイトなどを見て，楽しみなが
ら自主的に学習を続けましょう
成績評価の方法
授業中の参加＆平常点（読解練習と設問などの解答）35％、小テス
トと期末テスト65％をもとに総合的に評価し，総合点60点以上を合
格とます。詳しくは第一回目の授業で説明します。詳しくは第一回
目の授業で説明します。
その他
オフィス・アワー：火曜12:30-13 :20 （中央棟３ F 講師控室）
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱｂ政
（1）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN111M
担当者
伊達

科

授業内容
第１回： Introduction
第２回： Our Online Behavior（１） Before You Read - Reading 本
文読解①
第３回： Our Online Behavior（２） Reading 本文読解②
第４回： Our Online Behavior（３） Reading 本文読解③・テキスト
設問
第５回： In the Crime Lab（１） Before You Read - Reading 本文読
解①
第６回： In the Crime Lab（２） Reading 本文読解②
第７回： In the Crime Lab（３） Reading 本文読解③・テキスト設
問
第８回： Lure of the Lost City（１） Before You Read - Reading 本
文読解①
第９回： Lure of the Lost City（２） Reading 本文読解②
第10回：Lure of the Lost City（３） Reading 本文読解③・テキスト
設問
第11回：Living Longer（１） Before You Read - Reading 本文読解①
第12回：Living Longer（２） Reading 本文読解②
第13回：Living Longer（３） Reading 本文読解③・テキスト設問
第14回：a. 試験 b. 正答解説
＊講義の進度は必要に応じ変更することがあります
履修上の注意
テキストの内容理解および習熟度の確認のため，個々の受講生と
の質疑応答を重視しますので，積極的な授業参加が求められます。
ある程度分量のある長文を読むので，十分に予習をし，疑問点など
を前もって明らかにしておくと良いでしょう。
授業中の私語，特段理由のない中途退出など，他の受講生の迷惑
になる行為は厳重に注意します。
準備学習（予習・復習等）の内容
[ 予習 ]
授業では，テキストの設問に加えて，各 Reading Passage の内容・
構成の整理のためのプリント教材を配布し，教員が文法事項・意味
内容などの補足的な質問・説明を行う形で Reading 本文の読解を進
めますので，それらの質問に解答できるよう，単語・成句や構文を
含めて Reading 本文を十分に読み込み，パラグラフの論旨を把握し
て授業に備えて下さい。
[ 復習 ]
授業でパラグラフ内の文章構成，論旨の展開を確認した後は，
Reading 全体の中で各パラグラフの担う役割・関係性を理解し見通
せるよう，復習すること。また，各パラグラフで学んだ語彙・成句
について，知らない語句，忘れていた語句は必ずチェックし，注意
すべき発音も確認して下さい。
教科書
Reading Explorer 4 Third Edition, Paul MaCintyre, David Bohlke 編
（National Geographic Learning/Cengage Learning）
参考書
なし
成績評価の方法
定期試験60％，平常点（課題の提出とその内容，出欠状況・予習・
質疑応答等の授業参加度，小テストなどの成績）40％。 単位取得
に必要な出席日数を満たしていることを成績評価の前提とします。
中央棟３ F 講師控室

名

英語Ⅱｂ政
（2）

恵理

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
この授業では，英語リーディングを中心に学びます。多岐にわた
る分野の論説を扱った準上級レベルのテキスト Reading Explorer 4
Third Edition を用い，II ｂではテキスト後半の6 Units の中から，
社会学，犯罪捜査，考古学，生命科学に関する4 Units を取り上げ，
オンライン上の集団行動，科学捜査，遺跡発見の方法，長寿の秘密
をトピックとする４つの Reading を，速読・精読を交えて扱います。
各 Reading に即した exercises によってトピックの内容・語彙理解
を深めるとともに，読解技術の基本を確認します。
《授業の到達目標及びテーマ》
１年次までに習得した英語力の上に立って，英語を「読む」力を
さらに養い，英語を通じて現代社会や私たちの生活を読み解く情報・
知識を身につけることを目指します。大学レベルで必要と考えられ
る論理的な英文読解の基礎技能，文法力・語彙力を向上させ，長文
の英語記事や論説の内容・情報を，パラグラフ構成をしっかり理解
した上で的確に読みとるための土台作りを目標とします。

その他
オフィスアワー：木曜日12：50～13：20

目

単位数
1単位

担当者
織田

哲司

授業の概要・到達目標
—Economist 誌の記事を読む—
《授業の概要》
Economist 誌の記事を読む。テキストの内容は科学、文化、政治、
経済などできるだけ新しく多岐にわたるトピックを取り上げる。将
来的には専門科目における学術論文をも読む準備段階として、英文
の構造をしっかり把握し、それに忠実な日本語訳を作れるようにな
るための訓練の場とする。1つのトピックを2週間かけて読む。授
業の進む速さは受講者からの質問に答えながら進むのでゆっくりで
ある。
《到達目標》
英語テキストを読むことによって具体的には次の到達目標をバラ
ンスよく達成する：
1. 英語で書かれた文章を読んで、主題を把握することができる。
2. 人の価値観の多様性が、文化・習慣の違いから生まれることを、
実例を挙げて説明できる。
3. 言 語・歴史・宗教を学ぶことによって、外国と日本の文化につ
いて比較できる。
4. 文化に幅広く興味をもち、その価値について討議する。
5. 日本社会の成り立ちについて歴史などの観点から説明できる。
6. 日本の国際社会における位置づけを歴史などの観点から説明で
きる。
到達目標達成のための学問領域：英語、歴史、宗教、哲学、政治な
ど。

授業内容

第１回：イントロダクション
第２回：パンデミック1－読解のポイント解説
第３回：パンデミック2－テキストの読解
第４回：ソーシャル・メディア1－読解のポイント解説
第５回：ソーシャル・メディア2－テキストの読解
第６回：君主制1－読解のポイント解説
第７回：君主制2－テキストの読解
第８回：都市の問題1－読解のポイント解説
第９回：都市の問題2－テキストの読解
第10回：グローバル化1－読解のポイント解説
第11回：グローバル化2－テキストの読解
第12回：健康1－読解のポイント解説
第13回：健康2－テキストの読解
第14回：a まとめ；b 試験

履修上の注意

充分な予習、復習と出席はいうまでもないが、このクラスでは自
発的な質問やコメントが求められる。また、受講者は日頃から国際
ニュースに触れて、いま世界で何が起こっているのかについて絶え
ず関心を持ち続けることが必要である。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業に臨む前に以下のような要領で予習することが重要である。

1. 英和辞典を活用する―単語を調べる
事前に辞書を調べ、知らない単語の意味や発音をチェックしてお
く。教科書の余白のみならずノートに記入しておくとよい。またそ
の単語はどのような文脈で使われるか、使い方の特徴はなにか、そ
ういう点に目を向けるのも準備としてすぐれた態度である。その使
い方が歴然として分かるような用例を辞書にあげてある文をノート
に記入しておくとよい。
授業中、理解できなかった点や、いまひとつ理解がいかず曖昧な
点は、教員に質問をして、次回までに疑問を残さないように、心が
けることが重要である。
とくに英作文の準備には和英辞典で調べた単語や表現をもう一度
英和辞典で確認することが必要である。そうすることが日本語訛り
の少ない、より自然な英語への近道となる。
自宅等における予習には冊子体の中辞典クラスの利用を勧める。
電子辞書類の使用を否定するものではないが、電車の中や授業時な
ど、臨時的な使用に適しているので、冊子体の辞書と電子辞書類を
うまく使い分けることが大切である。
2. 百科事典を活用する―単語以外のさまざまな事項を調べる
たとえばテキストのなかに人名が出てきた場合、これがどの国の
人か、どの時代の人か、何をした人か、など百科事典を参照して、
自分から進んで調べておくとよい。
以上のように、もちろんすべて完全に調べつくす必要はないが、
できるだけ広い範囲から辞書類、文献にあたることを勧める。
さらに書物だけにとどまらず、自分の五官を通して体験する予習
も好ましい。
3. 自分の五官を活用する
これは辞書類からの知識だけでなく自らの目や耳、舌などをあら
ゆるチャンネルを通してテキストに関連する事項を体験することで
ある。たとえば音楽や絵画の話題が出てきたとすれば、実際にそれ
を聴いたり観たりする、そのためには実際に会場に行ってみること
もできるがビデオや DVD を活用すれば便利である。あるいはイン
ド料理の話題が出てきたとする。そのときにはレストランで実際に
食べてみる。そういう点まで踏み込んで調べておくと、講義はいっ
そう楽しいものになるはずである。

教科書

Oh-o! Meiji System を利用してプリントを配付する。

参考書

いざというときに頼りになる文法解説書を手元にもっておくこと
が重要である。代表的な解説書を挙げておく。
初級者向け：
『総合英語フォレスト』石黒昭博（監修）
（桐原書店）
中級者向け『ロイヤル英文法』綿貫、須貝、宮川、高松（著）
:
（旺
文社）
上級者向け『英文法解説』江川泰一郎（著）
:
（金子書房）

成績評価の方法

学期中の授業回数の2/3以上の出席者が評価対象となる。課題
小テスト（Oh-o! Meiji System）30%、試験50%、授業中のパフォー
マンス20% の配分で計算し、合計で60% 以上を合格とする。

その他

英語第Ⅳ研究室（3号館3階3-406）
オフィス・アワー：水曜日、木曜日 ､ 金曜日12：40～13：30。オ
フィスアワー以外でも可能な限り随時受け付けるが、事前の連絡が
望ましい。
電子メール：oda_t@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱｂ政
（3）

科目ナンバー：(AG)LAN111M

単位数

担当者

1単位

中村美帆子

科

目

名

英語Ⅱｂ政
（4）

授業の概要・到達目標
「英語4技能の向上」
《授業の概要》
ABC のニュース映像を教材として、英語の4技能（Listening,
Speaking, Reading, Writing）を総合的に高める。ニュースを視聴し
て内容を把握し、そこから読み取れる諸問題について考え、自分の
意見を英語で表現する力を身につける。その他の映像資料や新聞・
雑誌記事等も適宜取り入れる。
《到達目標》
1. 語彙や表現を習得する。
2. 時事問題に関する知識を得て、
多方面から検討できるようになる。
授業内容
第1回：イントロダクション
第2回：News Story 8-1（Turtles Rescued from the Cold）
第3回：News Story 8-2
第4回：News Story 9-1（Suez Canal Bottleneck）
第5回：News Story 9-2
第6回：小テスト1, まとめ
第7回：News Story 10-1（First Female Eagle Scouts）
第8回：News Story 10-2
第9回：News Story 11-1（Voting Law Backlash）
第10回：News Story 11-2
第11回：小テスト2, まとめ
第12回：News Story 12-1（Queen: Family Saddened）
第13回：News Story 12-2
第14回：a. 試験 , b. まとめ

単位数

担当者

1単位

樋渡さゆり

授業の概要・到達目標
「（4） 総合英語」
≪授業の概要≫
春学期に引き続き、総合的な語学力を養い、応用として論説文を
読む．授業前半の Module a ではリスニング＆ヴォキャブラリーの
テキストを用いてコミュニケーション能力を養う．後半の Module
b では論説文テキストのリーディングを行う。テキストは「食の文
化と伝統」に関するエッセイであり、グローバルな視点から現代文
化を考えさせる内容である．
≪到達目標≫
論説文の正確な読解、基本的なヴォキャブラリーの涵養、リスニ
ング力の向上、文法事項の理解の定着などを目標とする．研究室活
動に向けて、大学生にふさわしい英語学習の基本的なパターン構築
を目指す．
授業内容
第１回：b のみ：秋学期イントロダクション／L & V Unit 9
第２回：L & V Unit 10／リーディング
第３回：L & V Unit 11／リーディング
第４回：L & V Unit 12／リーディング
第５回：L & V 復習／L & V Unit 12
第６回：L & V Unit 13／リーディング
第７回：L & V Unit 14／リーディング
第８回：復習と補足
第９回：L & V Unit 15／リーディング
第10回：L & V 復習／リーディング
第11回：a,b とも：リーディング
第12回：a,b とも：リーディング
第13回：a,b とも：リーディング
第14回：a. まとめ／b: 期末定期試験

履修上の注意
春学期 英語 IIa（4） から継続履修 . 再履修として選択する場合は
春学期シラバスを参照のこと .
履修上の注意
1. 毎回の授業には、必ず辞書を持参すること（英和、和英）。
2. 5回以上欠席した場合は単位を与えない。遅刻・早退は3回で
1回の欠席とみなす。
3. こ の授業では教科書の後半（News Stories 8-15）から5つの
news story を選んで使用する。教科書の前半（News Stories
1-7）は、春学期の「英語 IIa」で使用する。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：単語や表現を辞書で調べ、練習問題を解く。
復習：内容や語彙を確認し、小テストと試験に備える。
教科書
『Broadcast: ABC WORLD NEWS TONIGHT 4 / 映像で学ぶ
ABC ワールドニュース 4』,Shigeru Yamane 他著（金星堂）
参考書
資料を適宜配布する。
成績評価の方法
期末試験50％, 小テスト30％, 授業への参加度20％
その他
連絡先：最初の講義で示す。

準備学習（予習・復習等）の内容
Module a: 事前に各自でリスニングを行い、授業では答え合わせ
から始める．
Module b: 指定範囲のテキストを、示されたポイントに注目して
読んでくる．各回受講後は，内容や文法事項を確認・補足して理解
を深める．
教科書
Module a:『TOEIC TEST 必修単熟語チェック 650点レベル』西
谷・吉塚（音羽書房鶴見書店）
Module b:『Food in Tradition and Culture（食の文化と伝統）』H.
Heather Kotake（成美堂）
参考書
『プログレッシブ英和中辞典』（小学館）
『リーダーズ英和辞典』（研究社）
成績評価の方法
授業実施回数の２／３以上に出席している履修者を評価対象とし
ます．対象外の場合は「T」となります .
期末定期試験 60％，平常点（リスニング、出席状況，小課題など）
40％で評価．
その他
質問は随時受けるがオフィスアワーは以下のとおり : 英語第 I
研究室（第一校舎 ３号館４階）詳細はクラスウェブに掲示 .
連絡にはクラスウェブを利用します .
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科目ナンバー：(AG)LAN111M
科

目

名

英語Ⅱｂ政
（5）

科目ナンバー：

単位数
1単位

担当者
小嶺

科

目

名

英語 Ⅲ・科学英語・英語コミュ
ニケーションについて

智枝

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
・リーディング・リスニング力を付ける。
・思考力を養い、自分の意見を述べるスピーキング・ライティン
グ力向上を目指す。
・英語で発信できるようになるための語学トレーニングを行う。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
難易度中程度の語彙が含まれる Reading Passage を読み、練習問
題にて理解度を確認する。会話例を通してリスニングの練習を行う。
Discussion 問題について考え、話し合い、意見を述べる練習を行う。
授業内容
第１回：Unit 7
第２回：同上
第３回：Unit 8
第４回：同上
第５回：Unit 9
第６回：同上
第７回：Unit 10
第８回：同上
第９回：Unit 11
第１０回：同上
第１１回：Unit 12
第１２回：同上
第１３回：Unit 13
第１４回：a まとめ b. 学期末試験
＊講義内容や Unit の順番は必要に応じて変更になる場合がある。

履修上の注意
ペア・グループワークを多く取り入れます。積極的姿勢で授業に
参加すること。

単位数

担当者

各1単位

授業の概要・到達目標
言語はコミュニケーションの手段であると同時に，その言語を育
んできた文化の一つの姿でもある。国際化・情報化が進んでいる今，
コミュニケーションの能力を高めるためにも，また，外国の文化を
理解するためにも，外国語を学ぶことはますます重要になってきて
いる。
そのような認識のもと，農学部では必修科目とならんで選択必修
科目である「英語 III」・「科学英語」・「英語コミュニケーション」
を開講している。これらの授業はいずれもテーマやトピック，鍛錬
する技能が特化されており，各自の関心に応じて英語力を伸ばし，
教養を深めていくことができる。
授業内容
「英語 III」・「科学英語」・「英語コミュニケーション」の中から，
次の条件を満たすかたちで選択し，履修しなければならない。
・ 2017年度以降入学者は，１年次から４年次までの間に最低４単位
を履修する。４単位を越えて履修した場合，超過分の修得単位は
卒業要件単位として認められる。
・ 2016年度以前の入学者は，１年次から４年次までの間に最低２単
位を履修する。２単位を越えて履修した場合，超過分の修得単位
は卒業要件単位として認められる。
・ 授業によっては，「基礎・初級レベル」対象のものがあり，年度
の初めに基礎・初級レベルの認定を受けた学生しか受講を許可さ
れないクラスがあるので，個別の授業のシラバスをよく読んで選
択すること。
・
「科学英語」はすべて中・上級者用クラスで，基礎・初級レベル
のクラスは設置されていない。
・ 英語力の確実なものとするために，内容面でバランスのとれた授
業選択をすることが望ましいが，選択必修の単位数を満たす上で
は，「英語 III」・「科学英語」・「英語コミュニケーション」の組み
合わせに制限はなく，いっさい自由である。

履修上の注意
・ 学部間共通外国語の「英会話科目」は，２単位までに限り「英語
II（I 英会話）」として「英語 III」の修得単位に振り替えることが
できる。
・ 履修者が適正規模を越えた場合，抽籤による人数制限を行うこと
がある。
・
「 英語 III」・「科学英語」・「英語コミュニケーション」を受講し
てその単位を修得できなかった場合，翌年度以降，改めてこれら
選択必修科目を履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容
Reading passage の予習、Writing の課題を行うこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書
Y. Nakatani, et al., Global Leadership（Kinseido）

教科書

参考書
特に定めない。

参考書

成績評価の方法
定期試験50％，平常点（出席、課題の提出、小テスト、発表など
を含む）50％の総合評価

成績評価の方法

その他
オフィスアワ―：木曜日 12.30-13.30（中央校舎講師控室）
tomoek@meiji.ac.jp

その他
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

単位数

英語 Ⅲ（ 1 ）

1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
原

科
功

授業の概要・到達目標

《授業の概要》
この授業は、
音声面からの英語力向上を目指し、
コミュニケーショ
ンに必要な水準の発音を習得することを目標とします。想定されて
いる英語力は中級程度です。
毎週いくつかの発音記号を提示し、標準的な発音の仕方を解説し
た上で単語や文を各自発音し、英語らしい発音ができるようになる
ことを目指します。単音の発音を定着させた上で、似た音との区別
練習、文章や会話での発音練習を経て、早口言葉や歌、文章の朗読
などの実践的な演習につなげます。
《授業の達成目標及びテーマ》
1）発音記号を読めるようになること
2）単語の標準的な発音を把握できること
3）英文を分かりやすく読み上げられること
4）文字を介さずに英語の音声を聞き取れるようになること
※農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習教育目標のＡに
対応する科目です。

授業内容
第１回： a. 授業概要、履修上の注意、評価方法などの説明
b. Unit 1 ネイティブ発音への道
第２回： Unit 2 （1） 単語のストレスとアクセント
第３回： Unit 2 （2） 語句のアクセント
第４回： Unit 2 （3） 文のアクセントと英語のリズム
第５回： Unit 3 音の連結・脱落・同化
第６回： Unit 4 （1） 母音の発音 （1）
第７回： Unit 4 （2） 母音の発音 （2）
第８回： Unit 5 T の発音
第９回： Unit 6 L の発音
第10回：Unit 7 R の発音
第11回：Unit 8 長い語句のアクセント
第12回：Unit 10 V, TH, S/Z の発音
第13回：Unit 11-12 その他の子音の発音
第14回：a. 期末試験
b. 今後の学習指針

履修上の注意
1）この授業は始業時刻と同時に開始しますので、間に合うように
教室に着席してください。理由なく大幅に遅刻した場合は出席
したものとみなしません。
2）授業時数の3分の1を超える欠席（5回以上）は評価の対象と
しません。やむを得ない理由で欠席する場合は許可を得た上で
代替手段で自習し、課題を提出して下さい。
3）発音は実技です。したがって授業では音を聞いたり発音したり
と、能動的な学習姿勢が求められます。得手不得手はともかく
声に出して発音する意思のない人、居眠りをしている人、別の
作業をしている人などは、たとえ教室にいても出席したものと
はみなしません。

準備学習（予習・復習等）の内容
予習は特に必要ありませんが、復習を重視してください。
その週に学習したことをまとめておく他、付属の CD あるいは音
声ファイルを何度も聞くこと、それらに合わせて発音することは最
低限行ってください。その他、各自の興味関心に応じて各種ニュー
スサイトや映画、音楽など様々な音声を聞くことを勧めます。また、
今年度受講している英語科目の付属 CD や音声ファイルを聞いた
り、発音したりすることは、それらの科目の学習としても役立つこ
とでしょう。

教科書
『Sounds Like American』Cengage Learning

参考書
岩村圭南（2019）
.『
【改訂版】英語の正しい発音の仕方（基礎編）
』
研究社
岩村圭南（2019）
.『CD【改訂版】英語の正しい発音の仕方（基礎
編）
』研究社
岩村圭南（2019）
.『
【改訂版】英語の正しい発音の仕方（リズム・
イントネーション編）
』研究社
岩村圭南
（2019）
.『CD【改訂版】
英語の正しい発音の仕方
（リズム・
イントネーション編）
』研究社
こちらのウェブサイトでの学習は特に有効であると思われます。
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/features/pronunciation

成績評価の方法
出席率が規定以上であることを前提として、次の観点により評価
します。
ディクテーション演習 20%
コメントペーパー
10%
発音実技
20%
期末試験
50%
※オンライン授業実施の場合、評価項目が変更されることがあり
ます。

目

名

単位数

英語 Ⅲ（ 2 ）

1単位

担当者
宮川

敬子

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標》
このクラスでは人間と動物、人間言語と動物のコミュニケーショ
ン手段をテーマに英語の文章を読みながら、英語の４技能とプレゼ
ンテーションのスキルを向上させることを目標とします。
《授業の概要》
授業ではテキストを読み、練習問題や関連したトピックに関して
のディスカッションなどを行います。 テキストは人と動物のつな
がりをテーマにした全15課で構成されており、春学期は主に奇数の
章を扱います。（秋学期は同じテキストの主に偶数の章を扱う予定
です。）
授業内容
第１回：a. Introduction（syllabus，評価基準などの説明、以下のス
ケジュールはコースの途中で変更されることがあります）
b. プレゼンテーションの予定など
第２回：Unit 1 Pet Boom（ペットブーム）
第３回：Unit 1 Discussion & Speaking（オンライン）
第４回：Unit 3 Alien Species（外来種）
第５回：Unit 3 Discussion & Speaking（オンライン）
第６回：Unit 5 The Whaling Debate（捕鯨戦争）
第７回：Unit 5 Discussion & Speaking（オンライン）
第８回：Unit 9 The Whaling Debate（捕鯨戦争）
第９回：Unit 9 Discussion & Speaking（オンライン）
第10回：Unit 11 Sick Pets（病気になったペット）
第11回：Unit 11 Discussion & Speaking（オンライン）
第12回：Unit 13 Cloned Animals（クローン動物）
第13回：Unit 13 Discussion & Speaking（オンライン）
第14回：a. 期末テスト
b. まとめと今後の学習
履修上の注意
＊春学期は主に奇数の章を秋学期は主に偶数の章を扱います。春秋
どちらかのみを受講する学生は是非読まなかった章も読んで学習
してください。
＊ Discussion & Speaking は英語の学習のみならず、自己表現の一
つとして楽しんでトライして欲しいと思います。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習は必ず行ってください。日本語の意味を書いてくるというよ
りも、どんな内容が書いてあるのか、チャートや項目のメモなどを
書いておくことを勧めます。また予習の段階でよくわからなかった
部分に印をつけるなどして、授業で確認するようにしましょう。
Speaking に関しては、十分な準備が必要ですが、英語の学習のた
めだけではなく、自己表現の一つとして楽しんでトライして欲しい
と思います。
教科書
Animal Sense「動物と私たち」（2011, 三修社）
参考書
毎回必ず和英・英和辞書を持参すること。英英辞典も Rephrasing「言い換え」の練習になるので是非使用して欲しいです。インター
ネットも上手に活用してください。

その他

成績評価の方法
授業中の参加と課題提出40%，各種テスト（小テスト，期末テス
ト等）60％をもとに総合的に評価します。また欠席が1/3を超え
た場合は評価の対象としないので要注意。詳しくは第一回目の授業
で説明します。

授業に関する質問などは授業前後に教室で受けます。また、Oho! Meiji の
「ディスカッション」
に質問専用のスレッドを用意する他、
質問専用のメールアドレスをお知らせします。

その他
オフィス・アワー：火曜12:30-13 :20 （中央棟３ F 講師控室）
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

単位数

英語 Ⅲ（ 3 ）

1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
宮川

科

敬子

授業の概要・到達目標
《到達目標》
このクラスでは実践的な英語力を効率よく向上させることを目標
とします。リーディング、リスニング、スピーキング、ライティン
グの４技能を練習しますが、主にリーディングとリスニングに焦点
を当てて練習します。リーディングは１文ずつ訳を付けるという段
階からステップアップし、パラグラフ単位、文章全体の流れと要点
を理解できるよう練習をしていきます。リスニングについては、音
を拾う段階からフレーズを聞くという段階へ、さらには文、パラグ
ラフの理解へとステップアップしましょう。
《授業の概要》
授業ではカンヌ国際広告祭 CM フィルム部門で受賞した作品を
集めたテキストを使用し、コマーシャルに出てくる語句や口語表現、
文化背景知識なども学びながら、主にリスニングとリーディングの
力を伸ばす練習をします。テキストは様々なタイプの CM を題材と
した１５章で構成されていますが、春学期は主に奇数の章を扱います。
（秋学期は主に偶数の章を扱います。）
授業内容
第１回：a. Introduction
（syllabus，評価基準などの説明、以下のス
ケジュールはコースの途中で変更されることがあります）
b. テキストの構成と授業の進め方などの説明
第２回：Unit 1: Meijer—Higher Standards, Lower Prices「安さの
アピール」First Half
第３回：Unit 1: Second Half, Writing and Speaking（オンライン）
第４回：Unit 3: Anti-Discrimination Campaign「差 別 反 対」First
Half
第５回：Unit 3: Second Half, Writing and Speaking（オンライン）
第６回：Unit 5: Relax, it’s FedEx「安心安全な宅配」First Half
第７回：Unit 5: Second Half, Writing and Speaking（オンライン）
第８回：Unit 7: Banking for the Filthy Rich「格差拡大」First Half
第９回：Unit 7: Second Half, Writing and Speaking（オンライン）
第10回：Unit 9: Pepsi—Ask for More「 コ カ コ ー ラ？ ペ プ シ？」
First Half
第11回：Unit 9: Second Half, Writing and Speaking（オンライン）
第12回：Unit 11: Disney—Magic Happens
「ディズニーのマジック」
First Half
第13回：Unit 11: Second Half, Writing and Speaking（オンライン）
第14回：a. 期末テスト
b. まとめと今後の学習
履修上の注意
＊春秋学期同じテキストを使用しますが、それぞれ違う章を扱いま
す。
準備学習（予習・復習等）の内容
扱う映画の順番に注意して予習をしてください。また予習は必ず
多めに行ってください。英語は触れている時間が長いほど上達する
ものです。普段からラジオの英語放送やテレビの２カ国語放送，映
画，英字新聞，英文雑誌などを利用して，英語を聞いたり読んだり
する時間を増やすようにしましょう。
教科書
English in 30 Seconds（2009, 南雲堂）
参考書
毎回必ず和英・英和辞書を持参すること。英英辞典は Paraphrasing「言い換え」の練習になるので是非活用して欲しいです。また、
テキストに関連したインターネットサイトなどを見て，楽しみなが
ら自主的に学習を続けましょう。
成績評価の方法
授業中の参加と課題提出50%，各種テスト（小テスト，期末テス
ト等）50％をもとに総合的に評価します。また欠席が1/3を超え
た場合は評価の対象としないので要注意。詳しくは第一回目の授業
で説明します。
その他
オフィス・アワー：火曜12:30-13 :20 （中央棟３ F 講師控室）

目

名

単位数

英語 Ⅲ（ 4 ）

1単位

担当者
平野

桃子

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
English through the News Media を教材として利用します。英文
の内容を正しく読む練習をし、ニュース記事に使われる単語の語彙
を増やしましょう。ニュース記事のリスニングも行います。
授業ではテキストに加えて、必要に応じて学習を助ける資料や音声
資料を用います。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目です。
またこのクラスは、授業内容が基礎・初級レベルであるため、成績
点がよい場合でも、S、A、および B の成績評価はつきません。
《授業の到達目標》
毎回、2ページのニュース記事を読みながら、内容を正しく理解
することを目標とします。併せて構文の理解や語彙の増強をしたり、
ニュース記事をリスニングしたりしてインプット能力を鍛えます。
また、インプットした単語や構文をアウトプットする力も付けてい
きます。
授業内容
この科目はメディア授業（オンデマンド型）を行う回があります。
第1回 イントロダクション（授業の進め方と成績評価基準）
Unit1:「エストニアからの教訓：コロナ渦でのデジタル学
習に秀でる」
＊以下のスケジュールはコースの途中で変更されることがあります。
第2回 Unit2: 超大ヒット映画『鬼滅の刃』とのコラボで寿司と缶
コーヒーが爆売れ
／『鬼滅の刃』、興行収入が日本映画史上最高に
第3回 Unit3: 外国人選手にとって、東京五輪は多種多様な課題
の山／日本、東京五輪で記録的メダルラッシュ［メディア
授業（オンデマンド型）］
第4回 Unit4: 日本のポップカルチャー、コロナ渦での様相
第5回 Unit5: コロナ渦でユダヤ教超正統派社会からの脱出早ま
る［メディア授業（オンデマンド型）］
第6回 Unit6: 福島原発事故から10年、再生可能エネルギーへの
道
第7回 Unit7: 環境保護、気候変動対策で強欲の新しい的に［メ
ディア授業（オンデマンド型）］
第8回 Unit8: 探査機「はやぶさ２」が小惑星から採集した砂塵、
地球に
第9回 Unit9: カマラ・ハリスは歴史を作る。彼女の「大きなブ
レンド」家族もだ［メディア授業（オンデマンド型）］
第10回 Unit10: インド映画産業が発展するにつれて女性の役割が
より意味深くなる
第11回 Unit11: 日本女性の未来は広がるのに、男女平等は進まな
い［メディア授業（オンデマンド型）］
第12回 Unit12: 以前シャイだった大阪なおみ、4回目の四大大会
優勝／松山英樹、日本人初のマスターズ優勝
第13回 Unit13: ロックダウン下での恋愛事情［メディア授業（オン
デマンド型）］
第14回 期末試験
履修上の注意
各回の授業で扱う範囲の予習をするようにして下さい。自身の専
攻や分野にとらわれず、様々な主題に触れながら英語を使って幅広
い知識を吸収したいという学生を歓迎します。
全日程の3分の1以上欠席した者は、原則として成績評価対象外
とします。遅刻は3回で1回分の欠席とみなします。また授業開始
後20分以上遅れて来た者、教科書を持って来なかった者も欠席扱い
となります。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業には辞書を持参して下さい。
事前にテキストに目を通し、単語調べをして来て下さい。構文等
が分からない文に関して、どこがどう分からないか質問できるよう
にして下さい。
授業中に単語テストを行います。該当する範囲の単語を復習し授
業に臨んで下さい。
教科書
Masami Takahashi・Noriko Itoh・Richard Powell
『English through the News Media』（朝日出版社）
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
期末試験50%、単語小テスト30%、授業への参加度20% で総合的
に評価する。
その他
質問や相談は授業時間の前後、あるいは email で受け付けます。
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1単位
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担当者
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科

裕基

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
「語幹を軸にした語彙増強」（中・上級）
英語力を身につけるための骨格として、十分な語彙力は不可欠で
ある。それは「英語が外国語だから」ではなく、英語を母語とする
人々も同じであって、英語圏で成功している人々は皆、日常レベル
をはるかに超えた語彙を備えていることがわかっている。
この授業では、英語圏の人々が長年、利用してきた信頼できる
vocabulary building のワークブックをもとにした教材を使用し、英
文を正確に読む訓練とあわせて語彙を増強する。ターゲットとなる
英単語は主としてギリシア語・ラテン語に由来する hard words が
中心であるが、教材の内容以外にも、授業では適宜、英語本来のゲ
ルマン系の単語の語源についても扱って、語源を知る楽しみをも味
わいたい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目です。
《授業の到達目標》
語彙増強としては、ギリシア語・ラテン語に由来する語彙を中心
に体系的に学び、未知の語であっても語源的に推測できる力を身に
つける。
授業内容
第1回 a イントロダクション（授業の進め方と成績評価基準）
b: 英語学習用ツールの紹介、担当範囲の確認など
＊以下、テキスト上の Session 番号です。
Session 11 以降を使用しますが、それ以前の内容には関係なく、
独立した授業内容です。
第2回 Session 11 - 1 Ideas 1
第3回 Session 11 - 2 Ideas 2
第4回 Session 12 - 1 People and the Stars （1）
第6回 Session 12 - 2 People and the Stars （2）
第7回 Session 12 - 3 The Earth and Its Life （1）
第8回 Session 12 - 4 The Earth and Its Life （2）
第9回 Session 12 - 5 Sessions 11 and 12 まとめ
第10回 Session 13 - 1 Cutting In and Out
第11回 Session 13 - 2 More Cuts
第12回 Session 13 - 3 Love and Words / More Love
第13回 Session 13 - 4 Words and How They Affect People /
How People Live
第14回 a: 学期末試験
b: 解説および総括
＊講義内容，進度には必要に応じて変更を加えることがある。
履修上の注意
辞書を携行すること（電子辞書可）。
遅刻厳禁。
授業時の質問を歓迎するので，積極的な学習態度を期待します。
準備学習（予習・復習等）の内容
・各回に指定した範囲を読み込み、和訳を用意し、指定の方法で提
出する。不明な点があればその際に質問しておくことが望ましい。
予習とは、自分には分からない点が具体的に何であるのかを明ら
かにすることだからである。
・テキストには練習問題が付されているが、それには解答がついて
いるので、授業では扱わない。各自で取り組むこと。
教科書
Oh-o! Meiji クラスウェブから PDF ファイルをダウンロードする
こと。
参考書
織田哲司『英語の語源探訪』（大修館書店）
渡部昇一『英語の語源』（講談社現代新書）
成績評価の方法
良好な出席状況（授業回数の３分の２以上）が、期末試験を受け
るための必須条件である。
そのうえで、定期試験80％、授業への積極性20％。
その他
研究室は３号館４階，3-405にある。
オフィスアワー：火曜16時～17時。水曜13時30分～16時。
オフィスアワー以外でも，在室時には可能な限り，対応します。
授業前後のコンタクトやメールを通して、日時の都合を合わせれ
ば、確実です。
研究室連絡先＝ ysmeiji ＠ meiji.ac.jp
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1単位

担当者
行田

勇

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
ピジン・クレオール及びハワイの言語文化に関する英語文献を精
読する。
受講者は指定された箇所を全訳したものを用意し発表する。
授業中の既習事項については毎回小テストを行い理解度の確認を
する。
《到達目標》
言語学に関する英語文献の読み方を習得することを第一の目標と
する。
将来的に Biolinguistics
（統語論の進化論的及び生物学的ルーツの
解明を目標とした研究）の専門書を読めるようになる準備をする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回 機器の使用方法，教材の入手方法と予習の進め方，単位認
定等についての詳しい説明，小テスト
第２回〜第1３回 テキストの精読・小テスト
第1４回 まとめ
授業内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意
第１回目は単なるイントロダクションではないので，履修を迷ってい
る場合でも必ず出席すること。
毎回出席することは「当然の義務」であるから，欠席・遅刻・早
退についてはそれぞれ大幅に減点をする。
皆勤とは無縁の学生にはお勧めしない。
課題未提出の場合には、大幅に減点する。
理由のいかんにかかわらず提出期限を過ぎたものや形式等に不備
があるものは無効となる。
また、指示に従わず内容が不十分な場合にも評価対象外となるこ
とがある。
準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ配布された英文資料を全訳し、毎回授業前に提出する。
準備にかなりの時間を要することを覚悟すること。
教科書
特に定めない。
英文資料の入手方法については第１回の授業で説明する。
欠席した場合には第２回以降の授業に参加できないなど支障をき
たすことがあるので注意すること。
参考書
授業中に紹介する。
成績評価の方法
毎回の小テスト50％，平常点（提出物・授業中の発表等）50％の
総合評価である。
授業回数の3分の2以上に参加していない者は成績評価の対象か
ら外す。
評点算出方法等については第１回の授業で詳細に説明する。
その他
オフィスアワーと連絡方法は授業中に指示する。
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哲司

授業の概要・到達目標

英文法への理解を深める（中級・上級者用）
《授業の達成目標及びテーマ》
この授業は中級・上級者を対象に開講される。これまでは英文法をただ規
則として覚えるだけであったかもしれないが、ここではときにはその歴史的
な成り立ちにも言及しながら、システムとして「なぜこう言うのか」に焦点
を当てながら英文法への理解を深める機会にしたい。
《授業の概要》
したがって、文法説明はこれまでとは違う切り口で行われるはずである。
受講者は解説を聞くだけでなく、例文を訳したり、英語を書いてみたりしな
がら英文法を身につけられるようにする。できるだけ多くミニテストも用意
する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習教育目標のＡに対応する科
目である。

授業内容
第1回 イントロダクション：ことばと化学記号は同じなのかちがうのか
第2回 Stay home / Stay at home：それぞれの表現を文法的に分析してみ
よう
第3回 品詞と文の要素
第4回 文の構造
第5回 動詞と基本5文型 1－第3文型
第6回 動詞と基本5文型 2－第1文型 1
第7回 動詞と基本5文型 3－第1文型 2
第8回 動詞と基本5文型 4－第4文型
第9回 動詞と基本5文型 5－第2文型 1
第10回 動詞と基本5文型 6－第2文型 2
第11回 動詞と基本5文型 7－第5文型 1
第12回 動詞と基本5文型 8－第5文型 2
第13回 動詞と基本5文型 9－第5文型 3
第14回 a：まとめ b：期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意
充分な予習、復習と出席はいうまでもないが、このクラスでは自発的な質
問やコメントが求められる。また、受講者は日頃からことばそのものに関心
を持ち続けることが必要である。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業に臨む前に以下のような要領で予習することが重要である。
1. 英和辞典を活用する―単語を調べる
事前に辞書を調べ、知らない単語の意味や発音をチェックしておく。教科
書（資料）の余白のみならずノートに記入しておくとよい。またその単語は
どのような文脈で使われるか、使い方の特徴はなにか、そういう点に目を向
けるのも準備としてすぐれた態度である。その使い方が歴然として分かるよ
うな用例を辞書にあげてある文をノートに記入しておくとよい。
授業中、理解できなかった点や、いまひとつ理解がいかず曖昧な点は、教
員に質問をして、次回までに疑問を残さないように、心がけることが重要で
ある。
とくに英作文の準備には和英辞典で調べた単語や表現をもう一度英和辞典
で確認することが必要である。そうすることが日本語訛りの少ない、より自
然な英語への近道となる。
自宅等における予習には冊子体の中辞典クラスの利用を勧める。電子辞書
類の使用を否定するものではないが、電車の中や授業時など、臨時的な使用
に適しているので、冊子体の辞書と電子辞書類をうまく使い分けることが大
切である。
2. 百科事典を活用する―単語以外のさまざまな事項を調べる
たとえばテキストのなかに人名が出てきた場合、これがどの国の人か、ど
の時代の人か、何をした人か、などを百科事典を参照して、自分から進んで
調べておくとよい。
以上のように、もちろんすべて完全に調べつくす必要はないが、できるだ
け広い範囲から辞書類、文献にあたることを勧める。
さらに書物だけにとどまらず、自分の五官を通して体験する予習も好まし
い。
3. 自分の五官を活用する
これは辞書類からの知識だけでなく自らの目や耳、舌などをあらゆるチャ
ンネルを通してテキストに関連する事項を体験することである。たとえば音
楽や絵画の話題が出てきたとすれば、実際にそれを聴いたり観たりする、そ
のためには実際に会場に行ってみることもできるがビデオや DVD を活用す
れば便利である。あるいはインド料理の話題が出てきたとする。そのときに
はレストランで実際に食べてみる。そういう点まで踏み込んで調べておくと、
講義はいっそう楽しいものになるはずである。

教科書
Oh-o! Meiji System を利用してプリントを配信する。

参考書
いざというときに頼りになる文法解説書を手元にもっておくことが重要で
ある。代表的な解説書を挙げておく。
中級者向け『ロイヤル英文法』綿貫、須貝、宮川、高松（著）
:
（旺文社）
上級者向け『英文法解説』江川泰一郎（著）
:
（金子書房）
さらなる参考書について必要に応じて授業中に紹介する。

成績評価の方法
年間授業回数の2/3以上の出席者が評価対象となる。小テスト40%、期末
テスト40% の配分、授業中のパフォーマンス20% で計算し、合計で60% 以上
を合格とする。

その他
英語第Ⅳ研究室（3号館3階3-406）
オフィス・アワー：水曜日、木曜日 ､ 金曜日12：40～13：30。オフィスアワー
以外でも可能な限り随時受け付けるが、事前の連絡が望ましい。
電子メール：oda_t@meiji.ac.jp
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桃子

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
『Talking About Our Campus』という、スコットランドやアメリ
カで実際に学生にインタビューした音声を扱うテキストを使いま
す。自然に話される英語を聞いて、リスニング力を鍛えましょう。
また、自分でもアウトプットできるようにしましょう。
農業科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標の A に
対応する科目です。
《授業の到達目標》
インタビューで自然に話される英語を聞いてリスニング力向上を
目指します。同時に語彙を増やし、日本人に馴染みの無い言い回し
を習得しましょう。それらのインプットを、アウトプットにつなげ
ることも目指します。
授業内容
この科目はメディア授業（オンデマンド型）を行うかいがありま
す。
第1回 イントロダクション（授業の進め方と成績評価基準など）
Unit1: Self-Introduction （1）（The University of Edinburgh, University Student）
＊以下のスケジュールはコースの途中で変更されることがあります。
第2回 Unit2: Self-Introduction （2）（The University of Edinburgh, University Student）, （3）（The University of
Edinburgh, University Student）
第3回 Unit4: Self-introduction （4）（The University of Edinburgh, University Student）［メディア授業（オンデマン
ド型）］
第4回 Unit5: Introduction of the former students（St. Michael’s
School in Dumfries（Scotland）,Head Teacher）
第5回 Unit6: Interview （1）（California State University
Monterey Bay, International Student）［メディア授業（オ
ンデマンド型）］
第6回 Unit7: Interview （2）（California State University
Monterey Bay, International Student）
第7回 Unit8: Interview （3）（California State University
Monterey Bay, Staff Member）［メディア授業（オンデマ
ンド型）］
第8回 Unit9: Interview （4）（California State University
Monterey Bay, Staff Member）
第9回 Unit10: Campus Tour （1）（California State University
Monterey Bay, International Student）［メディア授業（オ
ンデマンド型）］
第10回 Unit11: Campus Tour （2）（California State University
Monterey Bay, International Student）
第11回 Unit12: Campus Tour （1）（City University of New York,
Graduate Student）［メディア授業（オンデマンド型）］
第12回 Unit13: Campus Tour （2）（City University of New York,
Graduate Student）
第13回 Unit14: Campus Tour （3）（City University of New York,
Graduate Student）［メディア授業（オンデマンド型）］
第14回 期末試験
履修上の注意
各回の授業で扱う範囲の予習、復習をするようにして下さい。英
語力、特にリスニング力の向上に意欲のある学生を歓迎します。
全日程の3分の1以上を欠席した者は、原則として成績評価対象
外とします。遅刻は3回で1回分の欠席とみなします。また授業開
始後20分以上遅れて来た者、教科書を持って来なかった者も欠席扱
いとなります。
準備学習（予習・復習等）の内容
テキストの音声がダウンロードできるので、それを利用して予習、
復習（シャドウイング等）をして下さい。
英語の発音の仕方など、自主練習をして下さい。
また普段から、スマホのアプリや映画の DVD を用いて英語のリ
スニングをすることをお勧めします。
教科書
小笠原真司・奥田阿子・Collins William・廣江顕・木戸康人
『Talking about our Campus』（英宝社）
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
期末試験50％、小テスト20%、授業への参加度30% で総合的に評
価する。
その他
質問や相談は授業時間の前後、あるいは email で受け付けます。

― 92 ―

科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

単位数

英語 Ⅲ（ 9 ）

1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
貝塚

科

泰幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
時に英語の基礎をつくったと評されることもあるウィリアム・
シェイクスピアによって制作された劇のリトールド版を読み、世界
中で愛され続けるシェイクスピアの劇に登場する多様な人物の性格
やセリフの面白さと作品そのものが持つ魅力を味わいながら、現代
の英語に息づく言い回しや言葉づかいを学ぶ。
《授業の到達目標》
難解な英文を精読を通して読解力と語彙力を向上させるととも
に、さらに物語の登場人物への共感能力・英文を多様に解釈する洞
察力や視点を養うことを目的とする。また教養としてチューダー朝
期イングランドの文化や価値に関する知識を身につけ、異国の古い
文学と文化に対する知見を広めることも目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回：イントロダクション
a. 授業の進め方と成績評価の方法に関する説明
b. Introduction
第２回：Romeo and Juliet 1
第３回：Romeo and Juliet 2
第４回：Romeo and Juliet 3
第５回：Romeo and Juliet 4
第６回：Romeo and Juliet 5
第７回：Romeo and Juliet 6
第８回：The Two Gentlemen of Verona 1
第９回：The Two Gentlemen of Verona 2
第10回：The Two Gentlemen of Verona 3
第11回：The Two Gentlemen of Verona 4
第12回：The Two Gentlemen of Verona 5
第13回：The Two Gentlemen of Verona 6
第14回： a. まとめ
b. 期末試験
＊授業内容は進度などに応じて内容は変更される場合がある。
履修上の注意
学生は積極的な授業参加が求められる。学生はテキストを熟読し、
多様な解釈が可能性のある英文を探すとともに、該当する英文につ
いてはその読みを考えておくこと。また毎回の授業には辞書（電子
辞書・紙媒体のもの共に可）を持参すること。携帯電話やスマート
フォンを辞書として用いることは認めない。
準備学習が不十分であった場合や、授業への参加態度が不適切な
場合（私語やスマートフォンの使用など）には成績より減点する。
全日程の３分の１以上欠席した者は、原則として成績評価対象外
とする。
遅刻・早退は３回で１回分の欠席とみなし、授業開始後３０分以上
遅れて来た者、教科書を持ってこなかった者も欠席扱いとする。
また、この授業にはオンラインのみで実施する授業回がある。
オンライン授業は Zoom を利用したリアルタイム配信型あるいは
Oh-o! Meiji で授業動画を配信するオンデマンド型 で行う。
準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ予定された範囲の本文を熟読し、意味のわからない単
語については授業までに必ず調べ、おおよその内容を把握した上で
授業に臨むこと。また特に難解な箇所や理解できない点に関しては
学生全体で共有し議論するため指摘できるようにしておくこと。
教科書
Edith Nesbit、『シェイクスピア名作選』,（英光社）
参考書
成績評価の方法
レポート70%
授業への貢献度30%（予習、授業内の質疑応答、授業内の発言、
課題など。遅刻・欠席は成績に加味する。）
その他
授業内容に関する質問等はフィードバック・シートおよび授業の
前後に受け付ける。

目

名

単位数

英語Ⅲ（10）

1単位

担当者
松井

恭子

授業の概要・到達目標
アメリカでアメリカの学生向けに放送されているニュース番組
CNN 10 を素材とし、日本の大学生が英語を学習しやすいように編
集された教科書を使う。様々なジャンルの最新映像ニュースの聞き
取りと読解をする。番組自体にエンターテインメント的要素もあり、
取り上げられているニュースは興味深い。ニュース内容について、
自分なりのコメントや意見を英語で話す能力も養う。クラスメイト
と簡単な意見交換も英語でしたり、英語で発信する練習を楽しく進
める。
Web 動画を活用してリスニング力、読解力をつけ、英語スピー
キング力をつけると同時に様々なジャンルの最新情報を知ることで
知見を広げる。ボキャブラリーを増やしていくことが求められる。
授業内容
第１回 イントロダクション（評価基準、クラスの進め方、予習の
仕方などの説明）
Unit 1: Future Offices （1）
第2回 Unit 1: Future Offices （2）, The structure of mini-presentation 1
第3回 Unit 2: Solar Belch （1）, The structure of mini-presentation 2
第4回 Unit 2: Solar Belch （2）, Introduction part in a presentation 1
第5回 Unit 3: Tug-of-War （1）, Body and conclusion parts in a
presentation
第6回 Unit 3: Tug-of-War （2）, How to use visual effects in minipresentation 1
第7回 Unit 4: Spotting Misinformation （1）, How to use visual
effects in mini-presentation 2
第8回 Unit 4: Spotting Misinformation （2）, How to express
your opinion briefly 1
第9回 Unit 5: Mr. Trash Wheel （1）, How to express your
opinion briefly 2
第10回 Unit 5: Mr. Trash Wheel （2）, Discussion 1
第11回 Unit 6: Mission to the Moon （1）, Speed Reading 1
第12回 Unit 6: Mission to the Moon （2） Discussion 2
第13回 Unit 7: Desert Control, Speed Reading 2
第14回 a. 期末レポートについての説明 b. まとめと解説
履修上の注意
欠席、遅刻、早退についてはそれぞれ減点をする。欠席が5回以
上の場合、単位は取得できない。3回の遅刻は１回の欠席とする。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に教科書の該当ページを辞書を使って読み、内容を自分の言
葉で説明出来るように準備して授業に望む。各 Unit のトピックは
新聞、インターネットなどで調べて、深い知識も得られるよう積極
的に予習、復習をする。授業での英語でのミニ・プレゼンテーショ
ン担当者は順番に当てるので、原稿を用意して取り組んで欲しい。
教科書
CNN 10 Student News Vol.10 朝日出版（2022） ISBN978-4-25515678-1
参考書
毎回必ず辞書は持参すること。スマートフォンなどの電子辞書も
使用できます。英語辞書は、ときに英英辞典を使用してみてくださ
い。
成績評価の方法
期末レポート（40％）、Mini- プレゼンテーションと課題（30%）、
授業中の参加と平常点（30％）
その他
授業形態
授業形態については、第1, 3, 5, 9, 11, 14 回目の合計6回は、
教室における対面授業とし、第2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13回目の合
計8回はリアルタイムでの ZOOM によるオンライン授業とする予
定です。（コロナ感染の発生状況によって変わることもありえます
ため、変更があった場合は Oh-Meiji に載せます。）
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

単位数

英語Ⅲ（11）

1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
瀬端

科
睦

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
映画『Bohemian Rhapsody』を題材として、映画に関するパッセー
ジを読んだり、映画のワンシーンのリスニングを行う。映画の背景
知識に関するパッセージを読むことで、リーディングの力をつける
と同時に、映画のシーンの聞き取りでリスニング力も鍛え、シャドー
イングやロールプレイをすることによってスピーキングの力もつけ
る。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
映画で使用される語句や口語表現を学ぶと同時に、映画の視聴を
基にしたリスニングや背景知識を読み取るリーディングによって、
映画のストーリーや背景知識を理解できるようになる。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方、成績評価の仕方など）
b：Unit 1:“Bohemian Rhapsody”概要
第２回：”Bohemian Rhapsody”鑑賞
第３回：Unit 1 Forming the Band, Queen（Reading）
第４回：Unit 1 Forming the Band, Queen（Listening）
第５回：Unit 2 Bohemian Rhapsody, Movie Review
第６回：Unit 2 Bohemian Rhapsody（Reading）
第７回：Unit 2 Bohemian Rhapsody（Listening）
第８回：Unit 3 Drifting Apart（Reading）
第９回：Unit 3 Drifting Apart（Listening）
第10回：Unit 4 The Truth Comes Out（Reading）
第11回：Unit 4 The Truth Comes Out（Listening）
第12回：Unit 5 Performing in Live Aid（Reading）
第13回：Unit 5 Performing in Live Aid（Listening）
第14回：a：授業内容のまとめ
b：期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
映画”Bohemian Rhapsody”と洋楽に興味を持って授業にのぞむ
こと。
準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業範囲について、辞書を使って分からない単語を調べて
予習をし、リーディングの問題を解いてくること。リスニングの問
題を繰り返し聞いて、復習すること。
教科書
『アクティブ・ラーニング型
子ほか著 金星堂、2021年

映画で学ぶ英語４技能』 塩見佳代

参考書
英語辞書
成績評価の方法
期末テスト６０％＋平常点（授業態度、小テストなど）４０％
その他
オフィスアワー：授業後に対応する。

目

名

単位数

英語Ⅲ（12）

1単位

担当者
松井

恭子

授業の概要・到達目標
Roald Dahl は、短編の名匠としての地位を築いたイギリスの小
説家である。現在も世界中の子供からと大人まで世代を超えて愛さ
れている。ダールの多くの作品は映画化され、ダール自身、映画の
脚本家としても活躍した。作品は、人間の心の葛藤を克明に、同時
に独特なユーモアたっぷりに描いているのが特徴である。授業で読
む自伝的な小説『Boy』
（1984）は、平易な現代英語で書かれていな
がらもこのようなダールの作品の魅力がよく出ており、また、イギ
リスの社会、教育制度などを知る楽しさもある。短い自分のコメン
トを述べ、意見を交換し合い、ディスカッション等を楽しめるよう
進めながら、深く読み解く力を付けていく。
Dahl の魅力がよく出ている短い短編小説も授業の後半で一遍読
む。諷刺に満ちたブラック・ユーモア溢れる短編で、短編の味わい
方も学んで頂きたい。これは授業が始まってから印刷したプリント
をお渡しする。更に、速読力もつけ、自分なりの短い感想や意見を
英語で述べる練習も加えていく。
授業内容
第１回：イントロダクション（評価基準、クラスの進め方、予習の
仕方などの説明と Unit 1
第２回 : Unit 2 & 3
第３回 : Unit 4 & 5
第４回：Unit 6 & 7 and Group Discussion
第５回：Unit 8 & 9
第６回：Unit 10 & 11 and Group Discussion
第７回：Unit 12 & 13
第８回：Unit 14 & 15
第９回：Dahl の短編 （1）
第10回：Dahl の短編 （2）and Group Discussion
第11回：Dahl の短編 （3）
第12回：Dahl の短編 （4）and Group Discussion
第13回：Dahl の短編 （5）
第14回：a. 期末レポートについての説明
b. まとめと解説
履修上の注意
欠席、遅刻、早退についてはそれぞれ減点をする。欠席が5回以
上の場合、単位は取得できない。農学科食糧生産・環境コースにお
いては，学習・教育目標のＡに対応する科目です。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に教科書の該当ページを辞書を使って読み、内容を自分の言
葉で説明出来るように準備して授業に望む。授業での英語での発表
担当者は順番に当てるので、責任をもって取り組んで欲しい。
Group Discussion で発言することは前もって用意しておき、積極的
に discussion に参加すること。
教科書
Dahl, Dal, Dahl!: Reading Funny Tales from Boy.（100倍楽しめる
ダールの物語） 松伯社 ISBN978-4-88198-681-3
参考書
毎回必ず辞書は持参すること。スマートフォンなどの電子辞書も
使用できます。英語辞書は、ときに英英辞典も使用してみてくださ
い。
成績評価の方法
期末レポート（40％）、英語で自分の感想や意見を発表（30%）、
Group Discussion と授業の平常点（30％）
その他
授業形態
授業形態については、第1, 3, 5, 9, 11, 14 回目の合計6回は、
教室における対面授業とし、第2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13回目の合
計8回はリアルタイムでの ZOOM によるオンライン授業とする予
定です。（コロナ感染の発生状況によって変わることもありえます
ため、変更があった場合は Oh-Meiji に載せます。）
オフィス・アワーと email 等の連絡方法は授業中に指示する。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

単位数

英語Ⅲ（13）

1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
伊達

科

恵理

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
「英国事情を学ぶ」レベル（中級） 英語及び英語文化圏に対する理解
を深める作業の一環として，英国事情を学びます。Britain Today: Approached through Folk Song『フォークソングの視点からみた現代イギリ
ス』をテキストに用い，春学期は，イギリスの産業革命と工業化，異人
種間の結婚，死刑制度，パブの歴史をトピックとした前半４章を扱いま
す。イギリスの民謡を通じて，英国の歴史・文化伝統と社会，その中に
うかがわれる英国人の価値観を概観し，内容に応じて，随時視聴覚関連
資料なども採り入れる予定です。
《授業の到達目標》
英国の民謡に関するリーディングを通じて英語論説文の的確な読解を
目指し，テキストから見えてくる英国の歴史・社会的背景や文化伝統，
英国人の価値観の変遷について学ぶと同時に，英国人の考え方・感じ方
への理解や親しみを深めることを目標とします。英国社会・文化におい
てよく用いられる表現・語彙に馴染み，音声教材によってイギリス英語
の聴き取りに慣れることを目指すとともに , 練習問題により英文読解・
ライティング力の向上を目指します。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A に対
応する科目です。

授業内容
第１回： Introduction
第２回： Chapter 1 The Weaver and the Factory Maid（１） 本文読解
①（パラグラフ構成 , 構文 , 意味内容 , 語彙確認）
第３回： Chapter 1 The Weaver and the Factory Maid（２） 本文読解
②
第４回： Chapter 1 The Weaver and the Factory Maid（３） 本文読解③，
Exercises
第５回： Chapter 2 Susie Cleland （１） 本文読解①（パラグラフ構成 ,
構文 , 意味内容 , 語彙確認）
第６回： Chapter 2 Susie Cleland（２） 本文読解②
第７回： Chapter 2 Susie Cleland（３） 本文読解③，Exercises
第８回： Chapter 3 Jack Hall（１） 本文読解①（パラグラフ構成 , 構文 ,
意味内容 , 語彙確認）
第９回： Chapter 3 Jack Hall（２） 本文読解②
第10回：Chapter 3 Jack Hall（３） 本文読解③，Exercises
第11回：Chapter 4 John Barleycorn（１） 本文読解①（パラグラフ構成 ,
構文 , 意味内容 , 語彙確認）
第12回：Chapter 4 John Barleycorn（２） 本文読解②
第13回：Chapter 4 John Barleycorn（３） 本文読解③，Exercises
第14回：a. まとめ b. 試験
＊講義の進度は必要に応じ変更することがあります

目

名

単位数

英語Ⅲ（14）

1単位

担当者
小嶺

智枝

授業の概要・到達目標
TOEFL は、英語を母語としない人々の英語能力を測るもので、
米国、英国、オーストラリアやカナダなど英語圏の大学・大学院へ
の入学選考の基準となります。出題問題はこれらの国々の大学の授
業や学生に関連する内容です。
本 授 業 で は iBT テ キ ス ト を 使 用 し ま す。Reading, Listening,
Speaking, Writing の４構成全てを練習します。TOEFL 受験を目的
としない学生にとっても４技能向上の練習ができる構成となってお
ります。
農学科食糧生産・環境コースにおいては学習教育目標の A に対
応する科目です。
授業内容
第１回：オリエンテーション & Outline
第２回：Unit 1
第３回：Unit 2
第４回：Unit 3
第５回：Unit 4
第６回：Unit 5 & test
第７回：Unit 6
第８回：Unit 7
第９回：Unit 8
第10回：Unit 9
第11回：Unit 10 & test
第12回： Unit 11
第13回：Unit 12
第14回：a. まとめ b. 学期末試験
＊講義内容や Unit の順番は必要に応じて変更になる場合がある。

履修上の注意
テキストの的確な内容理解および習熟度の確認のため，個々の受講生
との質疑応答を重視しますので，積極的な授業参加が求められます。あ
る程度分量のある長文を読むので，十分に予習をし，疑問点などを前もっ
て明らかにしておくと良いでしょう。
授業中の私語，特段理由のない中途退出など，他の受講生の迷惑にな
る行為は厳重に注意します。

準備学習（予習・復習等）の内容
[ 予習 ]
授業は，前もって配布される各章リーディングの課題に基づき，担当
者を決めず，個々の受講生との質疑応答によってテキストの読解を進め
ます。受講生はテキストの構文・文法、語彙、内容理解に関する課題に
解答し，教員の質問に応じられるよう，準備して下さい。課題や Exercise の設問以外のテキストの箇所についても，辞書を引いて語句の意味
を確認し，リーディング全体の構文・意味内容を理解できるよう，予習
を十分にしてくること。日頃から，英国関連のニュース・情報にも目を
配ると良いでしょう。
[ 復習 ]
授業でパラグラフ内の語彙や構文，テキストの意味内容を確認した後
は，各章リーディング全体の文章構成，論旨の展開を理解し見通せるよ
う，復習すること。また，各パラグラフで学んだ語彙・成句について，
知らない語句，忘れていた語句は必ずチェックし，注意すべき発音も確
認して下さい。

教科書
Britain Today: Approached through Folk Song
『フォークソングの視点から
みた現代イギリス』
Simon Rosati 著 （英宝社）

参考書
副教材として随時プリントなどを配布。

成績評価の方法
定期試験60％，平常点（課題の提出とその内容，出欠状況・予習・質
疑応答等の授業参加度，小テストなどの成績）40％。 単位取得に必要
な出席日数を満たしていることを成績評価の前提とします。

その他
オフィスアワー：木曜日12：50～13：20

中央棟３ F 講師控室

履修上の注意
ペアやグループワークを多く取り入れます。積極的な参加が必要
です。
辞書持参。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習、復習を必ず行うこと。
教科書
Jonathan Lynch, et al., Complete Navigator for the TOEFL iBT
（Sanshusha）
参考書
The Complete Guide to the TOEFL Test（Cengage Learning）
成績評価の方法
定期試験50％，平常点（出席、発表、ペア・グループワーク、宿
題、小テストなどを含む）50％の総合評価
その他
オフィスアワー：木曜日12.30-13.30（中央校舎3F 講師控室）
tomoek@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

単位数

英語Ⅲ（15）

1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
貝塚

科

泰幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
グローバル社会の進展とともに、国内において英語能力検定試験
の需要は高まってきている。特に TOEIC は、その手頃さから広く
企業に認知・利用されている。そのため、分野を問わず TOEIC 受
験はキャリア形成のために不可欠といえる。授業はテキストに沿っ
て進めていき、毎回の語彙テストやペアワーク、特に文法事項につ
いて戦略的な復習と確認を通して TOEIC のスコアアップに必要な
「語彙力」、「文法力」、「リスニング力」、「リーディング力」を養う。
《授業の到達目標》
TOEIC スコア600点以上を目指す。また、TOEIC だけでなく他
の様々な英語能力検定試験に対応できる「語彙力」、「文法力」、「リ
スニング力」
、「リーディング力」といった英語の基礎力を習得する
ことを目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回：イントロダクション
a. 授業の進め方と成績評価の方法に関する説明
b. イントロダクション
第２回：Unit 1 L&R
第３回：Unit 2 L&R
第４回：Unit 3 L&R
第５回：Unit 4 L&R
第６回：Unit 5 L&R
第７回：Unit 6 L&R
第８回：Unit 7 L&R
第９回：Unit 8 L&R
第10回：Unit 9 L&R
第11回：Unit 10 L&R
第12回：Unit 11 L&R
第13回：Unit 12 L&R
第14回： a. まとめ
b. 期末試験
＊授業内容は進度などに応じて変更する場合がある。
履修上の注意
学生は積極的な授業参加が求められる。学生は指定された箇所の
予習および復習は必須である。また毎回の授業には必ず辞書（電子
辞書・紙媒体のもの共に可）を持参すること。携帯電話やスマート・
フォンを辞書として用いることは認めない。
準備学習が不十分であった場合や、授業への参加態度が不適切な
場合（私語やスマートフォンの使用など）には成績より減点する。
全日程の３分の１以上欠席した者は、原則として成績評価対象外
とする。
遅刻・早退は３回で１回分の欠席とみなし、授業開始後３０分以上
遅れて来た者、教科書を持ってこなかった者も欠席扱いとする。
また、この授業にはオンラインのみで実施する授業回がある。オ
ンライン授業は Zoom を利用したリアルタイム配信型あるいは Oho! Meiji で授業動画を配信するオンデマンド型 で行う。
準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ指定された範囲の本文を熟読し、意味のわからない単
語については授業までに必ず調べ、おおよその内容を把握した上で
授業に臨むこと。難解な箇所や理解できない点に関しては学生全体
で共有し議論するため指摘できるようにしておくこと。またリスニ
ング・セクションの復習と課題確認は特に重要となる。
教科書
西谷敦子 他 著『TOEIC L&R テスト戦略的トレーニング：レ
ベル600』、（朝日出版社）
参考書
TOEIC 公式サイト https://www.iibc-global.org/

目

名

単位数

英語Ⅲ（16）

1単位

担当者
瀬端

睦

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
TOEIC 形式の問題演習するとともに、頻出会話フレーズや文法
事項の復習をすることで、テスト対策だけで終わらない、総合的な
英語運用能力をつける。TOEIC のリスニングとリーディングのパー
トを交互に行う。
《授業の到達目標》
TOEIC 形式の問題に慣れ、リスニング、リーディングの問題が
ともに抵抗なく解けるようになる。リスニング、リーディングのス
ピードが上がることを目指す。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A
に対応する科目です。
授業内容
第１回 a：イ ントロダクション（授業の進め方、成績評価の仕方
などの説明）
b：Unit 1 申し出（語彙）
第２回 Unit 1 申し出（リスニング）
第３回 Unit 1 名詞・代名詞・冠詞（リーディング）
第４回 Unit 2 意見（リスニング）
第５回 Unit 2 スキャニング （２）（リーディング）
第６回 Unit 3 可能性（リスニング）
第７回 Unit 3 比較（リーディング）
第８回 Unit 4 お知らせ、通知、注意（リスニング）
第９回 Unit 4 主語と動詞の一致（リーディング）
第10回 Unit 5 理由（リスニング）
第11回 Unit 5 フレーズリーディング （１）（リーディング）
第12回 Unit 6 提案（リスニング）
第13回 Unit 6 分詞構文 （２）（リーディング）
第14回 a: 授業内容のまとめ
b: 期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
辞書を使って予習をすること。
準備学習（予習・復習等）の内容
語彙、会話フレーズ、文法、リーディング（リスニングの演習問
題以外）は、辞書を使って予習をしてくること。テキスト以外の
TOEIC 形式の問題も解いてみること。
教科書
『The TOEIC Test Trainer Target 780』浅見ベートーベンスミ
ス著（センゲージ・ラーニング）
参考書
英語辞書

成績評価の方法
定期試験70%
授業への貢献度30%（予習、授業内の質疑応答、授業内の発言・
課題など。遅刻・欠席については成績に加味する）

成績評価の方法
定期試験60％，平常点（授業参加度，小テストなどの成績）40％

その他
授業内容に関する質問等はフィードバック・シートおよび授業の
前後に受け付ける。

その他
オフィスアワー：授業後に対応する
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

単位数

英語Ⅲ（17）

1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
貝塚

科

泰幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
「人間の命は動物の命よりも尊いのか。
」多くが当然のように人間を優先す
るが、その理由を尋ねられれば答えに窮することになるかもしれない。
「動
物の権利」という言葉や話題を最近耳にすることが多くなってきている。動
物倫理学という応用倫理学の一部門の誕生とともに、現在「動物の権利」や
動物に対する態度、動物と人間との関係について盛んに議論されている。一
見して新しい動きに見えるこの議論も、その源流を遡れば古代ギリシアの哲
学者たちにたどり着く、長い歴史をもつ重要な問題である。授業では特にア
リストテレス以降20世紀初頭までの哲学者や倫理学者、神学者らの著書の抜
粋を扱い、動物と人間との関係についてその歴史的な背景を理解し、知識を
身につける。
《授業の到達目標》
哲学や倫理学分野の難解な英文の精読を通して読解力と語彙力を向上さ
せ、さらに批判的な視点でテキストの内容を解釈して、学生が独自の意見を
形成できるようになることを目的とする。また古代から現代にまで続く思想
に触れることで人間と動物の関係についての歴史的な知識を身につけ、独自
の哲学的・倫理的な視点の形成も目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに対応する
科目である。

授業内容
第１回：イントロダクション
a. 授業の進め方と成績評価の方法に関する説明
b. イントロダクション
第２回 : Aristotle
第３回：St. Thomas Aquinas
第４回：Michel de Montaigne
第５回：Rene Decartes
第６回：Voltaire
第７回：David Hume
第８回：Immanuel Kant
第９回：Jeremy Bentham
第10回：Humphry Primatt
第11回：Karl Marx
第12回：Charles Darwin
第13回：Henry Salt
第14回：a. まとめ
b. 期末試験
＊授業内容は進度などに応じて内容を変更する場合がある。

履修上の注意
学生は積極的な授業参加が求められる。学生はテキストを熟読し、多様な
解釈が可能性のある英文を探すとともに、該当する英文についてはその読み
を考えておくこと。また毎回の授業には辞書（電子辞書・紙媒体のもの共に可）
を持参すること。携帯電話やスマートフォンを辞書として用いることは認め
ない。
準備学習が不十分であった場合や、授業への参加態度が不適切な場合（私
語やスマートフォンの使用など）には成績より減点する。
全日程の３分の１以上欠席した者は、原則として成績評価対象外とする。
遅刻・早退は３回で１回分の欠席とみなし、授業開始後３０分以上遅れて来
た者、教科書を持ってこなかった者も欠席扱いとする。
また、この授業にはオンラインのみで実施する授業回がある。オンライン
授業は Zoom を利用したリアルタイム配信型あるいは Oh-o! Meiji で授業動画
を配信するオンデマンド型 で行う。

目

名

単位数

英語Ⅲ（18）

1単位

担当者
瀬端

睦

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
TED の教材を用いて、リーディングとリスニングの力を伸ばす。
また、TED のプレゼンテーションを視聴することで、英語で発信
する表現力についても学ぶ。
《授業の概要》
TED の動画を視聴し、それに関連したパッセージを読むことで、
リーディングとリスニングの力をつけながら、社会的な問題につい
ての理解を深める。また、TED のプレゼンテーションの仕方を学び、
自分の意見を英語で発信できるようになる。農学科食糧生産・環境
コースにおいては，学習・教育目標のＡに対応する科目です。
授業内容
第１回 a : イントロダクション（授業の進め方、成績評価の仕方など）
b: Unit 1 Inspired Leadership：プレリーディング
第２回 Unit 1 Inspired Leadership
第３回 Unit 1 How to Start a Movement（読解）
第４回 Unit 1 How to Start a Movement（リスニング）
第５回 Unit 3 Big Problems, Simple Solutions
第６回 Unit 3 A Warm Embrace that Saves Lives（読解）
第７回 Unit 3 A Warm Embrace that Saves Lives（リスニング）
第８回 中間のまとめ
第９回 プレゼンテーション
第10回 プレゼンテーション
第11回 Unit 5 Engaging Learners
第12回 Unit 5 The Key to Success? Grit（読解）
第13回 Unit 5 The Key to Success? Grit（リスニング）
第14回 a: 授業内容のまとめ
b: 期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

準備学習（予習・復習等）の内容
履修するすべての学生は予定された範囲の本文をあらかじめ熟読し、意味
のわからない単語については授業までに必ず調べ、おおよその内容を把握し
た上で授業に臨むこと。また特に難解な箇所や理解できない点に関しては学
生全体で共有し議論するため指摘できるようにしておくこと。

教科書
プリント配布にて対応

参考書
金森修、
『動物に魂はあるのか：生命を見つめる哲学』
（中公新書、2012）
田上孝一、
『はじめての動物倫理学』
（集英社、2021）
デヴィッド・ドゥグラツィア、
『動物の権利』
（岩波書店、2003）
マーク・べコフ、
『動物の命は人間より軽いのか−世界最先端の動物保護思想』
（中央公論新社、2005）
Andrew Linzey, Creatures of the Same God: Explorations in Animal Theology.
（Lantern Books, 2009）
Andrew Linzey and Paul Barry Clarke, eds. Political Theory and Animal
Rights.（Pluto Press, 1990）
---, eds. Animal Rights:A Historical Anthology.（Columbia University Press,
2004）
Andrew Linzey and Tom Regan, eds. Animals and Christianity.（SPCK,
1989）
Tom Regan and Peter Singer, eds. Animal Rights and Human Obligations,
1st edition.（Prentice-Hall, 1976）
---, eds. Animals Rights and Human Obligations, 2nd edition.（Prentice-Hall,
1989）
Peter Singer, In the Defense of Animals.（Blackwell, 1985）
---, In the Defense of Animals: The Second Wave.（Blackwell, 2005）
.

成績評価の方法
定期試験70%
授業への貢献度30%（予習、授業内の質疑応答、授業内の発言、課題など。
遅刻・欠席は成績に加味する。
）

その他
授業内容に関する質問等はフィードバック・シートおよび授業の前後に受
け付ける。

履修上の注意
次回の授業範囲について、事前に辞書を引いて予習しておくこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
リーディングの箇所を辞書を使って予習をしてくること。授業で
扱った TED のリスニングを繰り返し聴き、余裕があれば、他の動
画も見てみること。
教科書
『21st Century Reading 2: Creative Thinking and Reading with
TED Talks』Laurie Blass ほか著（センゲージラーニング）
参考書
英語辞書
成績評価の方法
期末試験50％＋プレゼンテーション30％＋平常点（授業への取り
組み，小テストなど）20％で総合評価する。
その他
オフィスアワー：授業後に対応する
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

英語Ⅲ （19）

科目ナンバー：(AG)LAN211M

単位数

担当者

1単位

中須賀稚子

科

目

名

英語Ⅲ （20）

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
〈現代アメリカを探る〉（中級）
英語で書かれた文章を読んで内容を理解する。これは、実はなか
なか難しいことである。
書かれている英語を、文字だけでなく、その内容を理解するために
必要なのが、背景知識である。
このクラスでは、アメリカを地域ごとに分けた教科書を用いて、
それぞれの特徴を、紋切り型ではあるが、
アメリカの地域性を理解することを目的とする。
日本でも、「九州男児」や「関西人って、」などと、狭い日本でも
それぞれの地域性を知ることは、
背景の文化を理解する、手掛かりになることもある。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目でである
《授業の概要》
学生の発表に，教師が補足説明を加えることになる。出席者は全
員予習を完璧にしてくるように。
授業内容
第１回：a イントロダクション
b 第1課 アメリカンドリーム
第２回：第2課 アメリカ人のテレビ習慣
第３回：第3課 イーロンマスク
第４回：第4課 ポアンカレ予想
第５回：第5課 アメリカの食文化
第６回：第6課 宇宙飛行士
第７回：第7課 アメリカの軍事
第８回：第8課 インフルエンザの脅威
第９回：第9課 アメリカの教育費
第10回：第10課 アメリカの音楽事情
第11回：第11課 スティーブジョブズ
第12回：第12課 クローン
第13回：第13課 マリファナの合法化は
第14回：a 第14課 オバマケア
b 到達度確認試験
授業の予定は必要に応じて変更の可能性がある。
履修上の注意
必ず予習をして授業に出席すること。辞書を手元に置き，単語を
丁寧に調べること。
興味を持っていただけるのが一番です。
授業中にパソコンを使うことは特に禁止しません。
自分が一番効率が上がる学習スタイルで進めてください
1つ、お願いがあります。
授業中に洗面所に立つ学生が、近年多く見られます。
教員も、他の学生も気が散る可能性もあるので、
教室内の出入りは、最小限にとどめるよう、自分の体を制御して
ください
準備学習（予習・復習等）の内容
テキストを読み、わからない単語は調べ、不明な点はどこか、を
認識して授業に出席のこと。
授業内で問題を解決できるように。
教科書
『アメリカンプロファイル』（三修社、2017）

単位数
1単位

担当者
中村

啓子

授業の概要・到達目標
< 授業の概要 >
このコースでは、プレゼンテーションのスキルアップを目指しま
す。プレゼンテーションの基本構成、アウトラインの作成、プレゼ
ンテーションで使える基本的な英語表現、データ（表やグラフなど）
の数字の読み方、スピーチ原稿のチャンキングなどを学習します。
また、ジェスチャーやアイコンタクトなどのフィジカル・メッセー
ジを練習しプレゼンテーションの練習をします。
< 授業の達成目標及びテーマ >
このコースでは教科書に付随のビデオに収められているモデル・
プレゼンテーションや、クラスメートのプレゼンテーションを参考
にしながら、各自がより効果的なプレゼンテーションを自信を持っ
て行えるようにすることを目標としています。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習教育目標のＡに対応
する科目です。
授業内容
（1） イ ン ト ロ ダ ク シ ョ ン（シ ラ バ ス、 テ キ ス ト、Unit 1 の AUDIO、DVD の説明など）
（2） Unit 1: Self-Introduction オンライン授業
（3） Unit 1: Self-Introduction オンライン授業
（4） Unit 1: Self-Introduction
（5） Unit 4: Opinions オンライン授業
（6） Unit 4: Opinions オンライン授業
（7） Unit 4: Opinions
（8） Unit 7: Solving Problems オンライン授業
（9） Unit 7: Solving Problems オンライン授業
（10）Unit 7: Solving Problems
（11）Student presentations
（12）Student presentations
（13）Student presentations
（14）a: まとめ b: 試験
尚、授業内容や進度は、受講者のニーズや受講生の人数など、必要
に応じて変更する可能性があります。
履修上の注意
・
「対面授業」の一部に「オンデマンド型のオンライン授業」が組
み込まれています。それぞれの実施日を、このシラバスの「授業
内容」に記していますので注意してください。 録画した内容の
URL は、クラスフェブの「授業内容・資料」に記載します。視
聴する場所について制限はなく、教室に来る必要もありません。
・オンライン授業では「クラスウェブ」の「ディスカッション」機
能などを活用し意見交換の機会を設けます。質問は、同じく「ディ
スカッション」機能でも受け付けます。また、おおよそ毎回の授
業ごとに課題があります。
・プレゼンテーションやペア、またはグループ活動に積極的に参加
してください。また、プレゼンテーションの準備として、トピッ
クに関する調査（資料の下調べ）や、原稿を作成することが求め
られます。
準備学習（予習・復習等）の内容
・教科書に unito ごとに記載されている”Language to be used”を
繰り返し口頭練習し、覚えてください。
・教科書に付随の DVD で学生によるモデル・プレゼンテーション
を各自で視聴できます。予習復習に役立ててください。
教科書
『Ready to Present』、Herman Bartelen / Malcolm Kostiuk 著 ,
（センゲージ ラーニング 株式会社） 2019年

参考書
授業内で指示する。
成績評価の方法
筆記試験（授業内及び期末を予定）70％，平常点（出席点ではな
い。授業内参加や課題など）30％の割合で評価を出す。総合で60%
以上に単位を認定する。
欠席は５回を超えると受験資格を失う。
遅刻は３回で欠席1回と換算するので注意のこと。
つまり、欠席と遅刻の減点を合わせて、授業の3分の１を超える
と試験を受ける資格を失うので、
欠席、遅刻とも気を付けるようにしてください
その他
オフィスアワー：金曜日12：45～13：15（いずれかの講師控え室）

参考書
・自 然と生物をテーマにしたプレゼンテーション、TED: https://
digitalcast.jp/vc/nature/ や、
・バ イオをテーマにしたプレゼンテーション、TED: https://digitalcast.jp/vc/biotechnology/ （字幕付きのものもあります）
成績評価の方法
プレゼンテーション（課題を含む）：50%, 試験：30%, 平常点（課題、
受講態度）：20％。
遅刻（授業開始後３０分までに入室）３回で欠席１回とみなします。
授業回数の2/3以上の出席者が評価対象となります。
その他
オフィスアワーは金曜日、12:30-13:10（中央校舎3階講師控室）
です。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

英語Ⅲ （21）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
松井

科

目

名

英語Ⅲ （22）

恭子

授業の概要・到達目標
アメリカのニュース専門チャンネルとして設立された CNN が配
信する興味深いテレビニュースのリスニングと英文読解を通じて英
語力を養成する。テレビや Internet で聴取できるニュースは、現
場からのレポートが紹介されることが多い。このようなニュース英
語の特徴も掴んでいく。
例えば、首相として活躍するいくつかの国の女性リーダの共通点、
ノーベル平和賞を授与した国連機関の一つ「世界食糧計画」、ワク
チンを提供しあう国際協力、バーチャルツア―体験の可能性、史上
最悪の森林火災、蚊が媒介する感染症を減らすためにどのように蚊
を減らす最新研究、などのニュースの情報に関して自分なりのコメ
ントや意見を英語で話す英語能力も養う。ニュースの映像は、ウェッ
ブサイトで視聴することができるため、リスニング力をつけること
も目標のひとつである。
内容の正確な理解を目指し、時々刻々と変化する世界情勢を把握
することは、物事を考えるときの糧になるはずである。ニュースに
関連した英語資料も配布し、読解に役立てる。与えられたテーマに
ついて、約１分以内の短い英語プレゼンテーションができるように
なる練習も加える。
授業内容
第１回：イントロダクション（評価基準、クラスの進め方、予習の
仕方などの説明）Unit 1: Female Leaders Lead （1）
第２回：Unit 1: Female Leaders Lead （2）
第３回： Unit 1: Female Leaders Lead （3）
第４回： Unit 2: Unexpected but Deserved （1）
第５回： Unit 2: Unexpected but Deserved （2）
第６回： Unit 3: Strategic Benevolence （1）
第７回： Unit 3: Strategic Benevolence （2）
第８回： Unit 4 : Almost Like Being There （1）
第９回： Unit 4: Almost Like Being There （2）
第10回：Unit 5: Loss of Precious Life （1）
第11回：Unit 5: Loss of Precious Life （2）
第12回：Unit 6: Mosquitoes: Friends and Foes （1）
第13回：Unit 6 : Mosquitoes: Friends and Foes （2）
第14回：a. 期末レポート説明、b. まとめと解説
履修上の注意
春学期と秋学期は同じテキストを使用するが、春学期は Unit 1
～6、秋学期は Unit 7～12を扱う。欠席、遅刻、早退については
それぞれ減点をする。欠席が5回以上の場合、単位は取得できない。
3回の遅刻は１回の欠席とする。

単位数
1単位

担当者
原

功

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
この授業は、音声面からの英語力向上を目指し、個々の発音に気を付けつ
つも、センテンスやパラグラフといった、より大きな言語単位を聞き取る、
または発音する際に必要な音変化への認識を高めます。想定している英語の
レベルは中級程度です。
英語を聞き取れるようになるには、実際の音を何度も注意して聞き、難し
いと思うことから始まります。単語にせよ文にせよ、文字を見ないでその意
味が頭に浮かぶようになるように、様々な音声素材を聞き、ディクテーショ
ンやリプロダクションなどのトレーニングを行います。他にも歌を歌ったり、
文章を朗読したりと、バラエティに富んだ内容に触れることになるでしょう。
《授業の達成目標及びテーマ》
1）英語の発音の仕組みを理解し、どのような音変化をするか予測できるこ
と
2）英文を自然な発音で朗読できること、また自然な会話で適切な発音がで
きること
3）ネイティブスピーカーによる多様な発音に対処できるようになること
※農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習教育目標のＡに対応する科
目です。

授業内容

第１回：a. 授業概要、履修上の注意、評価方法などの説明
音トレーニング
第２回： Unit 1 a. ポイント解説 b. 発音・聴解演習
第３回： Unit 2 a. ポイント解説 b. 発音・聴解演習
第４回： Unit 3 a. ポイント解説 b. 発音・聴解演習
第５回： Unit 4 a. ポイント解説 b. 発音・聴解演習
第６回： Unit 5 a. ポイント解説 b. 発音・聴解演習
第７回： Unit 6 a. ポイント解説 b. 発音・聴解演習
第８回： Unit 7 a. ポイント解説 b. 発音・聴解演習
第９回： Unit 8 a. ポイント解説 b. 発音・聴解演習
第10回：Unit 9 a. ポイント解説 b. 発音・聴解演習
第11回：Unit 10 a. ポイント解説 b. 発音・聴解演習
第12回：Unit 11 a. ポイント解説 b. 発音・聴解演習
第13回：Unit 12 a. ポイント解説 b. 発音・聴解演習
第14回：a. 期末試験 b. 今後の学習指針

b. 歌を使った発

履修上の注意

1）この授業は始業時刻と同時に開始しますので、間に合うように教室に着
席してください。理由なく大幅に遅刻した場合は出席したものとみなし
ません。
2）授業時数の3分の1を超える欠席（5回以上）は評価の対象としません。
やむを得ない理由で欠席する場合は許可を得た上で代替手段で自習し、
課題を提出して下さい。
3）発音は実技です。したがって授業では音を聞いたり発音したりと、能動
的な学習姿勢が求められます。得手不得手はともかく声に出して発音す
る意思のない人、居眠りをしている人、別の作業をしている人などは、
たとえ教室にいても出席したものとはみなしません。

準備学習（予習・復習等）の内容
事前に教科書の該当ページを辞書を使って読み、内容を自分の言
葉で説明出来るように準備して授業に望む。各 Unit のトピックは
新聞、インターネットなどで調べて、深い知識も得られるよう積極
的に予習、復習をする。授業での英語でのプレゼンテーション担当
者は順番に当てるので、責任をもって原稿を用意して取り組んで欲
しい。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書
English For The Global Age With ＣＮＮ Vol. 23（２０２２）朝日出
版 ISBN978-4-255-15677-4C1082

『Keys to Listening Success（場面・機能・音変化で学ぶ実践リスニング）』
音羽書房鶴見書店

参考書
毎回必ず辞書は持参すること。スマートフォンなどの電子辞書も
使用できます。英語辞書は、ときに英英辞典を使用してみてくださ
い。
成績評価の方法
期末レポート（40％）、Mini- プレゼンテーションと課題（30%）、
授業中の参加と平常点（30％）
その他
授業形態
授業形態については、第1, 3, 5, 9,13, 14 回の合計6回は、教
室における対面授業とし、第2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12回の合計8
回はリアルタイムでの ZOOM によるオンライン授業とする予定で
す。（コロナ感染の発生状況によって変わることもありえますた
め、変更があった場合は Oh-Meiji に載せます。）

予習は特に必要ありませんが、復習を重視してください。
その週に学習したことをまとめておく他、付属の CD あるいは音声ファイ
ルを何度も聞くこと、それらに合わせて発音することは最低限行ってくださ
い。その他、各自の興味関心に応じて各種ニュースサイトや映画、音楽など
様々な音声を聞くことを勧めます。また、今年度受講している英語科目の付
属 CD や音声ファイルを聞いたり、発音したりすることは、それらの科目の
学習としても役立つことでしょう。

教科書
参考書

岩村圭南（2019）
『【改訂版】英語の正しい発音の仕方（基礎編）』研究社
岩村圭南（2019）
『CD【改訂版】英語の正しい発音の仕方（基礎編）』研究社
岩村圭南（2019）
『【改訂版】英語の正しい発音の仕方（リズム・イントネー
ション編）』研究社
岩村圭南（2019）
『CD【改訂版】英語の正しい発音の仕方（リズム・イント
ネーション編）』研究社
こちらのウェブサイトでの学習は特に有効であると思われます。
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/features/pronunciation

成績評価の方法

出席率が規定以上であることを前提として、次の観点により評価します。
ディクテーション演習 20%
コメントペーパー
10%
発音実技
20%
期末試験
50%
※オンライン授業実施の場合、評価項目が変更されることがあります。

その他

授業に関する質問などは授業前後に教室で受けます。また、Oh-o! Meiji の
「ディスカッション」に質問専用のスレッドを用意する他、質問専用のメー
ルアドレスをお知らせします。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

英語Ⅲ （23）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
宮川

科

授業内容
第１回：a. Introduction
（syllabus，評価基準などの説明、以下のス
ケジュールはコースの途中で変更されることがあります）
b. プレゼンテーションの予定など
第２回：Unit 2 Endangered Animals（絶滅寸前の動物）
第３回：Unit 2 Discussion & Speaking（オンライン）
第４回：Unit 8 The Role of Zoos（動物園の役割）
第５回：Unit 8 Discussion & Speaking（オンライン）
第６回：Unit 10 Animal Phobias（動物恐怖症）
第７回：Unit 10 Discussion & Speaking（オンライン）
第８回：Unit 12 Animal Cartoon Characters（動物のキャラクター）
第９回：Unit 12 Discussion & Speaking（オンライン）
第10回：Unit 14 Animal Heroes（動物のヒーロー）
第11回：Unit 14 Discussion & Speaking）（オンライン）
第12回：Unit 15 Songs of the Wild（野生動物の心の表現）
第13回：Unit 15 Discussion & Speaking（オンライン）
第14回：a. 期末テスト
b. まとめと今後の学習
履修上の注意
＊春学期は主に奇数の章を秋学期は主に偶数の章を扱います。春秋
どちらかのみを受講する学生は是非読まなかった章も読んで学習
してください。
＊ Discussion & Speaking は英語の学習のみならず、自己表現の一
つとして楽しんでトライして欲しいと思います。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習は必ず行ってください。日本語の意味を書いてくるというよ
りも、どんな内容が書いてあるのか、チャートや項目のメモなどを
書いておくことを勧めます。また予習の段階でよくわからなかった
部分に印をつけるなどして、授業で確認するようにしましょう。
Speaking に関しては、十分な準備が必要ですが、英語の学習のた
めだけではなく、自己表現の一つとして楽しんでトライして欲しい
と思います。

名

英語Ⅲ （24）

敬子

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標》
このクラスでは人間と動物、人間言語と動物のコミュニケーショ
ン手段をテーマに英語の文章を読みながら、英語の４技能とプレゼ
ンテーションのスキルを向上させることを目標とします。
《授業の概要》
授業ではテキストを読み、練習問題や関連したトピックに関して
のディスカッションなどを行います。 テキストは人と動物のつな
がりをテーマにした全15課で構成されており、秋学期は主に偶数の
章を扱う予定です。（春学期は主に奇数の章を扱います。）

目

単位数
1単位

担当者
宮川

敬子

授業の概要・到達目標
《到達目標》
このクラスでは実践的な英語力を効率よく向上させることを目標
とします。リーディング、リスニング、スピーキング、ライティン
グの４技能を練習しますが、主にリーディングとリスニングに焦点
を当てて練習します。リーディングは１文ずつ訳を付けるという段
階からステップアップし、パラグラフ単位、文章全体の流れと要点
を理解できるよう練習をしていきます。リスニングについては、音
を拾う段階からフレーズを聞くという段階へ、さらには文、パラグ
ラフの理解へとステップアップしましょう。
《授業の概要》
授業ではカンヌ国際広告祭 CM フィルム部門で受賞した作品を
集めたテキストを使用し、コマーシャルに出てくる語句や口語表現、
文化背景知識なども学びながら、主にリスニングとリーディングの
力を伸ばす練習をします。テキストは様々なタイプの CM を題材と
した１５章で構成されていますが、秋学期は主に偶数の章を扱います。
（春学期は主に奇数の章を扱います。）
授業内容
第１回：a. Introduction（syllabus，評価基準などの説明、以下のス
ケジュールはコースの途中で変更されることがあります）
b. テキストの構成と授業の進め方などの説明
第２回：Unit 2: This Calls for a Bud Light「これじゃなきゃできな
い？」First Half
第３回：Unit 2: Second Half, Writing and Speaking（オンライン）
第４回：Unit 4: Macdonald’s—King of Fast-Food Restaurants「マ
クドナルド」First Half
第５回：Unit 4: Second Half, Writing and Speaking（オンライン）
第６回：Unit 6: BMW—A Car beyond Reason「真に求めるものと
は」First Half
第７回：Unit 6: Second Half, Writing and Speaking（オンライン）
第８回：Unit 8: Learning Languages「 外 国 語 を 学 ぶ 理 由 」First
Half
第９回：Unit 8: Second Half, Writing and Speaking（オンライン）
第10回：Unit 10: United Nations Development Programme「人類へ
の警鐘」First Half
第11回：Unit 10: Second Half, Writing and Speaking（オンライン）
第12回：Unit 12: Coca-Cola—For Everyone「コカコーラ」First Half
第13回：Unit 12: Second Half, Writing and Speaking（オンライン）
第14回：a. 期末テスト
b. まとめと今後の学習
履修上の注意
＊春秋学期同じテキストを使用しますが、それぞれ違う章を扱いま
す。
準備学習（予習・復習等）の内容
扱う映画の順番に注意して予習をしてください。また予習は必ず
多めに行ってください。英語は触れている時間が長いほど上達する
ものです。普段からラジオの英語放送やテレビの２カ国語放送，映
画，英字新聞，英文雑誌などを利用して，英語を聞いたり読んだり
する時間を増やすようにしましょう。

教科書
Animal Sense「動物と私たち」（2011, 三修社）

教科書
English in 30 Seconds（2009, 南雲堂）

参考書
毎回必ず和英・英和辞書を持参すること。英英辞典も Rephrasing「言い換え」の練習になるので是非使用して欲しいです。インター
ネットも上手に活用してください。

参考書
毎回必ず和英・英和辞書を持参すること。英英辞典は Paraphrasing「言い換え」の練習になるので是非活用して欲しいです。また、
テキストに関連したインターネットサイトなどを見て，楽しみなが
ら自主的に学習を続けましょう。

成績評価の方法
授業中の参加と課題提出40%，各種テスト（小テスト，期末テス
ト等）60％をもとに総合的に評価します。また欠席が1/3を超え
た場合は評価の対象としないので要注意。詳しくは第一回目の授業
で説明します。
その他
オフィス・アワー：火曜12:30-13 :20 （中央棟３ F 講師控室）

成績評価の方法
授業中の参加と課題提出50%，各種テスト（小テスト，期末テス
ト等）50％をもとに総合的に評価します。また欠席が1/3を超え
た場合は評価の対象としないので要注意。詳しくは第一回目の授業
で説明します。
その他
オフィス・アワー：火曜12:30-13 :20 （中央棟３ F 講師控室）
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

英語Ⅲ （25）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
平野

科

授業内容
この科目はメディア授業（オンデマンド型）を行う回があります。
第1回 イントロダクション（授業の進め方と成績評価基準）
Unit14: K-pop とタイの反政府運動との繋がり
＊以下のスケジュールはコースの途中で変更されることがあります。
第2回 Unit15: 中国大手ハイテク企業、社員死亡で注視される
第3回 Unit16: WFA とは？新勤務形態用語解説［メディア授業
（オンデマンド型）］
第4回 Unit17: ミャンマー、軍事クーデターに芸術家たちが抗議
第5回 Unit18: ロシアの反政権活動家、ただの「うるさいやつ」
から英雄的シンボルに［メディア授業（オンデマンド型）］
第6回 Unit19: アフガニスタンの病院、貧しい人たちの腎臓で大
儲け
第7回 Unit20: イラクで抑圧されていたが、抗議運動の中で芸術
の花が咲く［メディア授業（オンデマンド型）］
第8回 Unit21: ゴーン被告逃亡関与の米国人父子、日本に引き渡
される
第9回 Unit22: グリーンランドのレアアースを巡り、米中による
争奪戦［メディア授業（オンデマンド型）］
第10回 Unit23: ポピュリスト化「独裁者」か、それとも？
第11回 Unit24: 外国人旅行者頼みのオーストラリア農業、収穫で
きず［メディア授業（オンデマンド型）］
第12回 Unit25: 世界中の人のためにも、大統領のコロナ失政に終
止符を！
第13回 Unit26:「神の子」若きマラドーナが日本サッカーに衝撃を
残した［メディア授業（オンデマンド型）］
第14回 期末試験
履修上の注意
各回の授業で扱う範囲の予習をするようにして下さい。自身の専
攻や分野にとらわれず、様々な主題に触れながら英語を使って幅広
い知識を吸収したいという学生を歓迎します。
全日程の3分の1以上欠席した者は、原則として成績評価対象外
とします。遅刻は3回で1回の欠席とみなします。また授業開始後
20分以上遅れて来た者、教科書を持って来なかった者と欠席扱いと
なります。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業には辞書を持参して下さい。
事前にテキストに目を通し、単語調べをして下さい。構文等が分
からない文に関して、どこがどう分からないか質問できるようにし
て下さい。
授業中に単語テストを行います。該当する範囲の単語を復習し授
業に臨んで下さい。
教科書
Masami Takahashi・Noriko Itoh・Richard Powell
『English through the News Media』（朝日出版社）

名

英語Ⅲ （26）

桃子

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
English through the News Media を教材として利用します。英文
の内容を正しく読む練習をし、ニュース記事に使われる単語の語彙
を増やしましょう。ニュース記事のリスニングも行います。
授業ではテキストに加えて、必要に応じて学習を助ける資料や音
声資料を用います。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目です。
またこのクラスは、授業内容が基礎・初級レベルであるため、成
績点がよい場合でも、S、A、および B の成績評価はつきません。
《授業の到達目標》
毎回、2ページのニュース記事を読みながら、内容を正しく理解
することを目標とします。併せて構文の理解や語彙の増強をしたり、
ニュース記事をリスニングしたりしてインプット能力を鍛えます。
また、インプットした単語や構文をアウトプットする力も付けてい
きます。

目

単位数
1単位

担当者
下永

裕基

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
「語幹を軸にした語彙増強」（中・上級）
英語力を身につけるための骨格として、十分な語彙力は不可欠で
ある。それは「英語が外国語だから」ではなく、英語を母語とする
人々も同じであって、英語圏で成功している人々は皆、日常レベル
をはるかに超えた語彙を備えていることがわかっている。
この授業では、英語圏の人々が長年、利用してきた信頼できる
vocabulary building のワークブックをもとにした教材を使用し、英
文を正確に読む訓練とあわせて語彙を増強する。ターゲットとなる
英単語は主としてギリシア語・ラテン語に由来する hard words が
中心であるが、教材の内容以外にも、授業では適宜、英語本来のゲ
ルマン系の単語の語源についても扱って、語源を知る楽しみをも味
わいたい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目です。
《授業の到達目標》
語彙増強としては、ギリシア語・ラテン語に由来する語彙を中心
に体系的に学び、未知の語であっても語源的に推測できる力を身に
つける。
授業内容
第1回 a イントロダクション（授業の進め方と成績評価基準）
b: 英語学習用ツールの紹介、担当範囲の確認など
＊以下、テキスト上の Session 番号です。
Session 14 以降を使用しますが、それ以前の内容には関係なく、
独立した授業内容です。
第2回 Session 14 - 1 Ideas （1）
第3回 Session 14 - 2 Ideas （2）
第4回 Session 15 - 1 Well-known / Plenty of Room at the Top （1）
第6回 Session 15 - 2 Plenty of Room at the Top （2）/ No Help
第7回 Session 15 - 3 Veterans / Birth （1）
第8回 Session 15 - 4 Birth （2） / Session 16 - 1 Of Time and
Place （1）
第9回 Session 16 - 2 Of Time and Place （2）
第10回 Session 16 - 3 Disease, Suffering, Feeling （1）
第11回 Session 16 - 4 Disease, Suffering, Feeling （2）
第12回 Session 17 - 1 Knowing / Fool Some of the People...
第13回 Session 17 - 2 Herds and Flocks / Four Lasting Benefits
第14回 a: 学期末試験
b: 解説および総括
＊講義内容，進度には必要に応じて変更を加えることがある。
履修上の注意
辞書を携行すること（電子辞書可）。
遅刻厳禁。
授業時の質問を歓迎するので，積極的な学習態度を期待します。
準備学習（予習・復習等）の内容
・各回に指定した範囲を読み込み、和訳を用意し、指定の方法で提
出する。不明な点があればその際に質問しておくことが望ましい。
予習とは、自分には分からない点が具体的に何であるのかを明ら
かにすることだからである。
・テキストには練習問題が付されているが、それには解答がついて
いるので、授業では扱わない。各自で取り組むこと。
教科書
Oh-o! Meiji クラスウェブから PDF ファイルをダウンロードする
こと。
参考書
織田哲司『英語の語源探訪』（大修館書店）
渡部昇一『英語の語源』（講談社現代新書）
成績評価の方法
良好な出席状況（授業回数の３分の２以上）が、期末試験を受け
るための必須条件である。
そのうえで、定期試験80％、授業への積極性20％。

参考書
特に定めない。
成績評価の方法
期末試験50%、単語小テスト30%、授業への参加ど20% で総合的
に評価する。
その他
質問や相談は授業時間の前後、あるいは email で受け付けます。

その他
研究室は３号館４階，3-405にある。
オフィスアワー：火曜16時～17時。水曜13時30分～16時。
オフィスアワー以外でも，在室時には可能な限り，対応します。
授業前後のコンタクトやメールを通して、日時の都合を合わせれ
ば、確実です。
研究室連絡先＝ ysmeiji ＠ meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

英語Ⅲ （27）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
行田

科

授業内容
第１回 機器の使用方法，教材の入手方法と予習の進め方，単位認
定等についての詳しい説明，小テスト
第２回〜第1３回 テキストの精読・小テスト
第1４回 まとめ
授業内容は必要に応じて変更することがある。

名

英語Ⅲ （28）

勇

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
ピジン・クレオール及びハワイの言語文化に関する英語文献を精
読する。
受講者は指定された箇所を全訳したものを用意し発表する。
授業中の既習事項については毎回小テストを行い理解度の確認を
する。
《到達目標》
言語学に関する英語文献の読み方を習得することを第一の目標と
する。
将来的に Biolinguistics（統語論の進化論的及び生物学的ルーツの
解明を目標とした研究）の専門書を読めるようになる準備をする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに対
応する科目である。

目

単位数
1単位

担当者
織田

哲司

授業の概要・到達目標
英文法への理解を深める（中級・上級者用）
《授業の達成目標及びテーマ》
この授業は中級・上級者を対象に開講される。これまでは英文法をただ規
則として覚えるだけであったかもしれないが、ここではときにはその歴史的
な成り立ちにも言及しながら、システムとして「なぜこう言うのか」に焦点
を当てながら英文法への理解を深める機会にしたい。
《授業の概要》
したがって、文法説明はこれまでとは違う切り口で行われるはずである。
受講者は解説を聞くだけでなく、例文を訳したり、英語を書いてみたりしな
がら英文法を身につけられるようにする。できるだけ多くミニテストも用意
する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習教育目標のＡに対応する科目
である。

授業内容

第１回 イントロダクション―「文法」とは
第２回 相当語句：名詞1
第３回 相当語句：名詞2
第４回 相当語句：形容詞1
第５回 相当語句：形容詞2
第６回 相当語句：副詞1
第７回 相当語句：副詞2
第８回 不定詞1
第９回 不定詞2
第10回 分詞構文1
第11回 分詞構文2
第12回 比較
第13回 仮定法（叙想法）
第14回 a：まとめ b：期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意

充分な予習、復習と出席はいうまでもないが、このクラスでは自発的な質
問やコメントが求められる。また、受講者は日頃からことばそのものに関心
を持ち続けることが必要である。

準備学習（予習・復習等）の内容
履修上の注意
第１回目は単なるイントロダクションではないので，履修を迷っ
ている場合でも必ず出席すること。
毎回出席することは「当然の義務」であるから，欠席・遅刻・早
退についてはそれぞれ大幅に減点をする。
皆勤とは無縁の学生にはお勧めしない。
課題未提出の場合には、大幅に減点する。
理由のいかんにかかわらず提出期限を過ぎたものや形式等に不
備があるものは無効となる。
また、指示に従わず内容が不十分な場合にも評価対象外となるこ
とがある。
準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ配布された英文資料を全訳し、毎回授業前に提出する。
準備にかなりの時間を要することを覚悟すること。
教科書
特に定めない。
英文資料の入手方法については第１回の授業で説明する。
欠席した場合には第２回以降の授業に参加できないなど支障をき
たすことがあるので注意すること。

教科書

参考書
授業中に指示する。

Oh-o! Meiji System を利用してプリントを配信する。

参考書

成績評価の方法
毎回の小テスト50％，平常点（提出物・授業中の発表等）50％の
総合評価である。
授業回数の3分の2以上に参加していない者は成績評価の対象か
ら外す。
評点算出方法等については第１回の授業で詳細に説明する。
その他
オフィスアワーと連絡方法は授業中に指示する。

授業に臨む前に以下のような要領で予習することが重要である。
1. 英和辞典を活用する―単語を調べる
事前に辞書を調べ、知らない単語の意味や発音をチェックしておく。教科
書（資料）の余白のみならずノートに記入しておくとよい。またその単語は
どのような文脈で使われるか、使い方の特徴はなにか、そういう点に目を向
けるのも準備としてすぐれた態度である。その使い方が歴然として分かるよ
うな用例を辞書にあげてある文をノートに記入しておくとよい。
授業中、理解できなかった点や、いまひとつ理解がいかず曖昧な点は、教
員に質問をして、次回までに疑問を残さないように、心がけることが重要で
ある。
とくに英作文の準備には和英辞典で調べた単語や表現をもう一度英和辞典
で確認することが必要である。そうすることが日本語訛りの少ない、より自
然な英語への近道となる。
自宅等における予習には冊子体の中辞典クラスの利用を勧める。電子辞書
類の使用を否定するものではないが、電車の中や授業時など、臨時的な使用
に適しているので、冊子体の辞書と電子辞書類をうまく使い分けることが大
切である。
2. 百科事典を活用する―単語以外のさまざまな事項を調べる
たとえばテキストのなかに人名が出てきた場合、これがどの国の人か、ど
の時代の人か、何をした人か、などを百科事典を参照して、自分から進んで
調べておくとよい。
以上のように、もちろんすべて完全に調べつくす必要はないが、できるだ
け広い範囲から辞書類、文献にあたることを勧める。
さらに書物だけにとどまらず、自分の五官を通して体験する予習も好まし
い。
3. 自分の五官を活用する
これは辞書類からの知識だけでなく自らの目や耳、舌などをあらゆるチャ
ンネルを通してテキストに関連する事項を体験することである。たとえば音
楽や絵画の話題が出てきたとすれば、実際にそれを聴いたり観たりする、そ
のためには実際に会場に行ってみることもできるがビデオや DVD を活用す
れば便利である。あるいはインド料理の話題が出てきたとする。そのときに
はレストランで実際に食べてみる。そういう点まで踏み込んで調べておくと、
講義はいっそう楽しいものになるはずである。

いざというときに頼りになる文法解説書を手元にもっておくことが重要で
ある。代表的な解説書を挙げておく。
中級者向け『ロイヤル英文法』綿貫、須貝、宮川、高松（著）
:
（旺文社）
上級者向け『英文法解説』江川泰一郎（著）
:
（金子書房）
さらなる参考書について必要に応じて授業中に紹介する。

成績評価の方法

年間授業回数の2/3以上の出席者が評価対象となる。小テスト40%、期末
テスト40% の配分、授業中のパフォーマンス20% で計算し、合計で60% 以上
を合格とする。

その他

英語第Ⅳ研究室（3号館3階3-406）
オフィス・アワー：水曜日、木曜日 ､ 金曜日12：40～13：30。オフィスアワー
以外でも可能な限り随時受け付けるが、事前の連絡が望ましい。
電子メール：oda_t@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

英語Ⅲ （29）

科目ナンバー：(AG)LAN211M

単位数
1単位

担当者
平野

科

授業内容
この科目はメディア授業（オンデマンド型）を行う回があります。
第1回 イントロダクション（授業の進め方と成績評価基準など）
Chapter1: Scale of Measurement
＊以下のスケジュールはコースの途中で変更されることがあります。
第2回 Chapter2: Health and Fitness
第3回 Chapter3: Strange but True Stories［メディア授業（オン
デマンド型）］
第4回 Chapter4: Native American Myths
第5回 Chapter5: Charles Dickens［メディア授業（オンデマンド
型）］
第6回 Chapter6: Intelligence
第7回 Chapter7: Solving a Mystery［メディア授業（オンデマン
ド型）］
第8回 Chapter8: The Conservation Movement
第9回 Chapter9: Failed Weapons Programs［メディア授業（オ
ンデマンド型）］
第10回 Chapter10: Lotteries and Gambling
第11回 Chapter11: Famous Abolitionists［メディア授業（オンデマ
ンド型）］
第12回 Chapter12: Medical Breakthroughs
第13回 Chapter13: Cryptography
［メディア授業
（オンデマンド型）
］
第14回 期末試験
履修上の注意
テキスト音声はダウンロードできるので、各回の授業で扱う範囲
の予習、復習をするようにして下さい。英語力向上に意欲のある学
生を歓迎します。
全日程の３分の１以上欠席した者は、原則として成績評価対象外
とします。遅刻は３回で１回分の欠席とみなします。また授業開始
後２０分以上遅れて来た者、教科書を持って来なかった者も欠席扱い
となります。
準備学習（予習・復習等）の内容
学習内容を確認するための小テストを適宜行う予定ですので、学
習内容の復習をするようにして下さい。
授業内ではシャドウイングや、自分の意見を発言してもらう機会
がありますので、単語の発音やアクセントを必ず確認するようにし
て下さい。
教科書
Mark D. Lucas・Junji Kawabata
『Unique Selections −英語なるほどリスニング講義』
（松柏社）

名

英語Ⅲ （30）

桃子

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
『Unique Selections −英語なるほどリスニング講義』をテキスト
に使います。テキストのタイトルに「講義」と付いている通り、あ
る程度の長さのある英語を聞き、内容を理解できるようリスニング
力を鍛えます。
農業科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標の A
に対応する科目です。
《授業の到達目標》
ある程度の長さの英語を聞くとき、内容を理解しながら最後まで
付いていけるようリスニング力を鍛えます。さらに、聞き取った内
容に関して自分の意見を言えるようにしましょう。

目

単位数
1単位

担当者
貝塚

泰幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
時に英語の基礎をつくったと評されることもあるウィリアム・
シェイクスピアによって制作された劇のリトールド版を読み、世界
中で愛され続けるシェイクスピアの劇に登場する多様な人物の性格
やセリフの面白さと作品そのものが持つ魅力を味わいながら、現代
の英語に息づく言い回しや言葉づかいを学ぶ。
《授業の到達目標》
難解な英文を精読を通して読解力と語彙力を向上させるととも
に、さらに物語の登場人物への共感能力や英文を多様に解釈する洞
察力を養うことを目的とする。また教養としてチューダー朝期イン
グランドの文化や価値に関する知識を身につけ、異国の古い文学と
文化に対する知見を広めることも目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回：イントロダクション
a. 授業の進め方と成績評価の方法に関する説明
b. Introduction
第２回：The Tempest 1
第３回：The Tempest 2
第４回：The Tempest 3
第５回：The Tempest 4
第６回：The Tempest 5
第７回：The Tempest 6
第８回：The Winter’s Tale 1
第９回：The Winter’s Tale 2
第10回：The Winter’s Tale 3
第11回：The Winter’s Tale 4
第12回：The Winter’s Tale 5
第13回：The Winter’s Tale 6
第14回： a. まとめ
b. 期末試験
＊授業内容は進度などに応じて内容は変更される場合がある。
履修上の注意
学生は積極的な授業参加が求められる。学生はテキストを熟読し、
多様な解釈が可能性のある英文を探すとともに、該当する英文につ
いてはその読みを考えておくこと。また毎回の授業には辞書（電子
辞書・紙媒体のもの共に可）を持参すること。携帯電話やスマート
フォンを辞書として用いることは認めない。
準備学習が不十分であった場合や、授業への参加態度が不適切な
場合（私語やスマートフォンの使用など）には成績より減点する。
全日程の３分の１以上欠席した者は、原則として成績評価対象外
とする。
遅刻・早退は３回で１回分の欠席とみなし、授業開始後３０分以上
遅れて来た者、教科書を持ってこなかった者も欠席扱いとする。
また、この授業にはオンラインのみで実施する授業回がある。
オンライン授業は Zoom を利用したリアルタイム配信型あるいは
Oh-o! Meiji で授業動画を配信するオンデマンド型 で行う。
準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ予定された範囲の本文を熟読し、意味のわからない単
語については授業までに必ず調べ、おおよその内容を把握した上で
授業に臨むこと。また特に難解な箇所や理解できない点に関しては
学生全体で共有し議論するため指摘できるようにしておくこと。
準備学習が不十分であった場合や、授業への参加態度が不適切な
場合（私語やスマートフォンの使用など）には成績より減点する。
全日程の３分の１以上欠席した者は、原則として成績評価対象外
とする。
遅刻・早退は３回で１回分の欠席とみなし、授業開始後３０分以上
遅れて来た者、教科書を持ってこなかった者も欠席扱いとする。
教科書
Edith Nesbit、『シェイクスピア名作選』,（英光社）
参考書

参考書
特に定めない。
成績評価の方法
期末試験50%、小テスト20%、授業への参加度30% で総合的に評
価する。

成績評価の方法
レポート70%
授業への貢献度30%（予習、授業内の質疑応答、授業内の発言、
課題など。遅刻・欠席は成績に加味する。）

その他
質問や相談は授業時間の前後、あるいは email で受け付けます。

その他
授業内容に関する質問等はフィードバック・シートおよび授業の
前後に受け付ける。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

英語Ⅲ （31）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
松井

科

授業内容
第１回 イントロダクション（評価基準、クラスの進め方、予習の
仕方などの説明）と
Chapter 1: Top Issue （1）
第2回 Chapter 1: Top Issue （2） Listening Practice 1
第3回 Chapter 2: Wales （1）, How to express your opinion briefly
第4回 Chapter 2: Wales （2）, Supporting your opinion with evidence 1
第5回 Chapter 5: Cyber Crime （ 1 ）, Supporting your opinion
with evidence 2
第6回 Chapter 5: Cyber Crime （ 2 ）, The three structures in
your comment 1
第7回 Chapter 6: Technology & Politics in Scotland （1）, Discussion 1
第8回 Chapter 6: Technology & Politics in Scotland （ 2 ）, The
three structures in your comment 2
第9回 Chapter 7: Sport （1）, Discussion 2
第10回 Chapter 7: Sport （2）, How to use visual effects in minipresentation 1
第11回 Chapter 9: The New Nationalism （ 1 ）, Introduction and
conclusion parts in your comment
第12回 Chapter 9: The New Nationalism （2）, How to use visual
effects in comment and Discussion 3
第13回 Chapter 11: Environment, Discussion 4
第14回 a. 期末レポートについての説明 b. まとめと解説
履修上の注意
欠席、遅刻、早退についてはそれぞれ減点をする。欠席が5回以
上の場合、単位は取得できない。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に教科書の該当ページを辞書を使って読み、内容を自分の言
葉で説明出来るように準備して授業に望む。授業での英語プレゼン
テーションでの発表担当者は順番に当てるので、責任をもって取り
組んで欲しい。各 Chapter のトピックは新聞、インターネットなど
で調べて、深い知識も得られるよう積極的に予習、復習をする。
教科書
Modern Britain: Culture, Society and History. （松伯社）2021年
参考書
毎回必ず辞書は持参すること。スマートフォンなどの電子辞書も
使用できます。英語辞書は、ときに英英辞典を使用してみてくださ
い。
成績評価の方法
期末レポート（40％）、英語で自分の意見を発表（30%）、
Group Discussion と授業の平常点（30％）
その他
授業形態
授業形態については、第1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 14 回の合計8
回は、教室における対面授業とし、第3, 5, 7, 8, 11, 13回の合計
6 回はリアルタイムでの ZOOM によるオンライン授業とする予定
です。（コロナ感染の発生状況によって変わることもありえますた
め、変更があった場合は Oh-Meiji に載せます。）
オフィス・アワーと連絡方法は授業中に指示する。

名

単位数

英語Ⅲ （32）

恭子

授業の概要・到達目標
ブレクジット、Covid-19、サイバ―窃盗団、スコットランドの風
力発電の成功、スポーツ界における女性の躍進、多文化、国家主義
など多面的な英国の今を、ＢＢＣのジャーナリストが読みやすい英
語で描いている。英語を聞き取るリスニング問題を解き、エッセイ
を読解し、知見を広げる。そして、学んだことについて英語で意見
を出し合い理解を深める。
英国の社会事情を読解し、パラグラフの構成の正確な理解を目指
し、精読・速読する力をつける。関連した英文資料も配布し、読解
に役立てる。更に、自分の意見・考えを短い英語プレゼンテーショ
ンで述べることができるようになるような練習も加える

目

1単位

担当者
瀬端

睦

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
映画『The Intern（インターン）』を題材として、映画に関するパッ
セージを読んだり、映画のワンシーンのリスニングを行う。映画の
背景知識に関するパッセージを読むことで、リーディングの力をつ
けると同時に、映画のシーンの聞き取りでリスニング力も鍛え、シャ
ドーイングやロールプレイをすることによってスピーキングの力も
つける。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
映画で使用される語句や口語表現を学ぶと同時に、映画の視聴を
基にしたリスニングや背景知識を読み取るリーディングによって、
映画のストーリーや背景知識を理解できるようになる。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方、成績評価の仕方など）
b：Unit 6:“The Intern”概要
第２回：”The Intern”鑑賞
第３回：Unit 6 Applying for a Senior Internship（Reading）
第４回：Unit 6 Applying for a Senior Internship（Listening）
第５回：Unit 7 The Working Environment at ATF（Reading）
第６回：Unit 7 The Working Environment at ATF（Listening）
第７回：Unit 8 The Problems ATF Faces（Movie Review）
第８回：Unit 8 The Problems ATF Faces（Reading）
第９回：Unit 8 The Problems ATF Faces（Listening）
第10回：Unit 9 Working Women & Work-Life Balance（Reading）
第11回：Unit 9 Working Women & Work-Life Balance（Listening）
第12回：Unit 10 The Possibility of Hiring a New CEO（Reading）
第13回：Unit 10 The Possibility of Hiring a New CEO（Listening）
第14回：a：授業内容のまとめ
b：期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
映画”The Intern”と英語圏の文化に興味を持って授業にのぞむ
こと。
準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業範囲について、辞書を使って分からない単語を調べて
予習をし、リーディングの問題を解いてくること。リスニングの問
題を繰り返し聞いて、復習すること。
教科書
『アクティブ・ラーニング型
子ほか著 金星堂、2021年

映画で学ぶ英語４技能』 塩見佳代

参考書
英語辞書
成績評価の方法
期末テスト６０％＋平常点（授業態度、小テストなど）４０％
その他
オフィスアワー：授業後に対応する。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

英語Ⅲ （33）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
松井

科

授業内容
第１回：イントロダクション（評価基準、クラスの進め方、予習の
仕方などの説明 ）
Chapter 1: Big Brother Is Watching You
第２回： Chapter 1 & 2: The Spies
第３回： Chapter 3: The Ministry of Truth
第４回：Chapter 4: Ownlife and Group Discussion
第５回：Chapter 5: A Political Act
第６回：Chapter 6: They Can’t Get Inside You and Group Discussion
第７回：Chapter 7: Our Leader, Emmanuel Goldstein
第８回：Chapter 8: Doublethink
第９回：教科書の Introduction と他の批評文 （1）
第10回：教 科書の Introduction と他の批評文 （2） and Group Discussion. Chapter 9
第11回：Chapter 10: Two and Tow Makes Five
第12回：Chapter 11: The Last Man and Group Discussion
第13回：Chapter 12: Room 101
第14回：a. 期末レポートについて説明 b. まとめと解説
履修上の注意
欠席、遅刻、早退についてはそれぞれ減点をする。欠席が5回以
上の場合、単位は取得できない。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に教科書の該当ページを辞書を使って読み、内容を自分の言
葉で説明出来るように準備して授業に望む。授業での英語での発表
担当者は順番に当てるので、責任をもって取り組んで欲しい。
Group Discussion で発言することは前もって用意しておき、積極的
に discussion に参加すること。
教科書
１９８４ （Level 4. Penguin Readers）. George Orwell 著 Pearson
出版 （ 1,400 円位）
参考書
毎回必ず辞書は持参すること。スマートフォンなどの電子辞書も
使用できます。英語辞書は、ときに英英辞典を使用してみてくださ
い。
成績評価の方法
期末レポート（40％）、レポート、英語で自分の意見を発表（30%）、
Group Discussion と授業の平常点（30％）
その他
授業形態
授業形態については、第1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 回の合計
8 回は、教室における対面授業とし、第2, 4, 6, 9, 10, 12回の合
計6 回はリアルタイムでの ZOOM によるオンライン授業とする予
定です。（コロナ感染の発生状況によって変わることもありえます
ため、変更があった場合は Oh-Meiji に載せます。）
オフィス・アワーと email 等の連絡方法は授業中に指示する。

名

英語Ⅲ （34）

恭子

授業の概要・到達目標
ジョージ・オーウェルの近未来小説『1984年』は、全体主義支配、
監視社会の恐怖を描いている傑作である。出版されてから７０年以上
が経つにもかかわらず、この反ユートピア小説は、いまだに世界中
で多くの人に読まれ、2021年には USA アマゾンのベストセラー
トップになった。現在に於いても行きすぎた監視社会や抑圧体制に
なることへの危惧として、『1984年』が引き合いに出されている。
人間は個人として尊重され、思想や言論の自由を享受する権利が保
障されることの大切さを改めて考えさせてくれる作品ともいえる。
授業では、この小説を原作より全体のページ数を減らし、平易な
現代英語に書き直され、英語学習者が読書を楽しめるように工夫さ
れた Graded Readers 版の『1984年』を読んでいく。
読解力を深めていくことを主眼として、簡単な自分のコメントを
英語で述べ、意見を交換し合い、ディスカッションも加えるように
したい。参考のために大切な箇所については、適宜、英語原文を印
刷したプリントを数ページお渡しする。英語で書かれた小説を味わ
う楽しみをもてるように進めたい。また、この作品は映画化されて
いるので、映画も鑑賞し、英語を聞き取る力もつけるようにする。

目

単位数
1単位

担当者
伊達

恵理

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
「英国事情を学ぶ」レベル（中級） 英語及び英語文化圏に対する
理解を深める作業の一環として，英国事情を学びます。Britain Today: Approached through Folk Song『フォークソングの視点からみた
現代イギリス』をテキストに用い，秋学期は，英国の成り立ち，階
級制度の問題点，文化の相違，現代の農業をトピックとした後半の
４章を扱います。イギリスの民謡を通じて，英国の歴史・文化伝統
と社会，その中にうかがわれる英国人の価値観を概観し，内容に応
じて，随時視聴覚関連資料なども採り入れる予定です。
《授業の到達目標》
英国の民謡に関するリーディングを通じて英語論説文の的確な読
解を目指し，テキストから見えてくる英国の歴史・社会的背景や文
化伝統，英国人の価値観の変遷について学ぶと同時に，英国人の考
え方・感じ方への理解や親しみを深めることを目標とします。英国
社会・文化においてよく用いられる表現・語彙に馴染み，音声教材
によってイギリス英語の聴き取りに慣れることを目指すとともに ,
練習問題により英文読解・ライティング力の向上を目指します。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A
に対応する科目です。

授業内容
第１回： Introduction
第２回： Chapter 6
Parcel of Rogues（１） 本文読解①（パラグラ
フ構成 , 構文 , 意味内容 , 語彙確認）
第３回： Chapter 6 Parcel of Rogues（２） 本文読解②
第４回： Chapter 6 Parcel of Rogues（３） 本文読解③，Exercises
第５回： Chapter 7 Blackleg Miner（１）
本文読解①（パラグラ
フ構成 , 構文 , 意味内容 , 語彙確認）
第６回： Chapter 7 Blackleg Miner（２）
本文読解②
第７回： Chapter 7 Blackleg Miner（３）
本文読解③，Exercises
第８回： Chapter 8 Cruel Brother（１）
本文読解①（パラグラ
フ構成 , 構文 , 意味内容 , 語彙確認）
第９回： Chapter 8 Cruel Brother（２）
本文読解②
第10回：Chapter 8 Cruel Brother（３）
本文読解③，Exercises
第11回：Chapter 13 Hopping Down In Kent（１） 本文読解①（パラ
グラフ構成 , 構文 , 意味内容 , 語彙確認）
第12回：Chapter 13 Hopping Down In Kent（２） 本文読解②
第13回：Chapter 13 Hopping Down In Kent（３） 本文読解③，Exercises
第14回：a. まとめ b. 試験
＊講義の進度は必要に応じ変更することがあります

履修上の注意

テキストの的確な内容理解および習熟度の確認のため，個々の受
講生との質疑応答を重視しますので，積極的な授業参加が求められ
ます。ある程度分量のある長文を読むので，十分に予習をし，疑問
点などを前もって明らかにしておくと良いでしょう。
授業中の私語，特段理由のない中途退出など，他の受講生の迷惑
になる行為は厳重に注意します。

準備学習（予習・復習等）の内容
[ 予習 ]

授業は，前もって配布される各章リーディングの課題に基づき，
担当者を決めず，個々の受講生との質疑応答によってテキストの読
解を進めます。受講生はテキストの構文・文法，語彙，内容理解に
関する課題に解答し，教員の質問に応じられるよう，準備して下さ
い。課題の設問以外のテキストの箇所についても，辞書を引いて語
句の意味を確認し，リーディング全体の構文・意味内容を理解でき
るよう，予習を十分にしてくること。日頃から，英国関連のニュー
ス・情報にも目を配ると良いでしょう。
[ 復習 ]
授業でパラグラフ内の語彙や構文，テキストの意味内容を確認し
た後は，各章リーディング全体の文章構成，論旨の展開を理解し見
通せるよう，復習すること。また，各章リーディングで学んだ語彙・
成句について，知らない語句，忘れていた語句は必ずチェックし，
注意すべき発音も確認して下さい。

教科書

Britain Today: Approached through Folk Song
『フォークソングの視点
からみた現代イギリス』
Simon Rosati 著 （英宝社）

参考書

副教材として随時プリントなどを配布。

成績評価の方法

定期試験60％，平常点（課題の提出とその内容，出欠状況・予習・
質疑応答等の授業参加度，小テストなどの成績）40％。 単位取得
に必要な出席日数を満たしていることを成績評価の前提とします。

その他
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オフィスアワー：木曜日12：50～13：20

中央棟３ F 講師控室

科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

英語Ⅲ （35）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
小嶺

科

授業内容
第１回：オリエンテーション & Outline
第２回：Unit 1
第３回：Unit 2
第４回：Unit 3
第５回：Unit 4
第６回：Unit 5 & test
第７回：Unit 6
第８回：Unit 7
第９回：Unit 8
第10回：Unit 9
第11回：Unit 10 & test
第12回：Unit 11
第13回：Unit 12
第14回：a. まとめ b. 学期末試験
＊講義内容や Unit の順番は必要に応じて変更になる場合がある。

履修上の注意
ペアやグループワークを多く取り入れます。積極的な参加が必要
です。
辞書持参。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習、復習を必ず行うこと。
教科書
All-Round Practice for the TOEFL Test（Nan’Un-Do）

単位数
1単位

担当者
貝塚

泰幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
グローバル社会の進展とともに、国内において英語能力検定試験
の需要は高まってきている。特に TOEIC は、その手頃さから広く
企業に認知・利用されている。そのため、分野を問わず TOEIC 受
験はキャリア形成のために不可欠といえる。授業はテキストに沿っ
て進めていき、毎回の語彙テストやペアワーク、そして特に文法事
項に関する確認と実践的な練習問題を通して TOEIC のスコアアッ
プに必要な「語彙力」、「文法力」、「リスニング力」、「リーディング
力」を養う。
《授業の到達目標》
TOEIC スコア600点以上を目指す。また、TOEIC だけでなく他
の様々な英語能力検定試験に対応できる「語彙力」、「文法力」、「リ
スニング力」、「リーディング力」といった英語の基礎力を習得する
ことを目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回：イントロダクション
a. 授業の進め方と成績評価の方法に関する説明
b. Pre-test
第２回：LISTENING SECTION, UNIT 1 / READING SECTION UNIT 1
第３回：LISTENING SECTION, UNIT 2 / READING SECTION UNIT 2
第４回：LISTENING SECTION, UNIT 3 / READING SECTION UNIT 3
第５回：LISTENING SECTION, UNIT 4 / READING SECTION UNIT 4
第６回：LISTENING SECTION, UNIT 5 / READING SECTION UNIT 5
第７回：LISTENING SECTION, UNIT 6 / READING SECTION UNIT 6
第８回：LISTENING SECTION, UNIT 7 / READING SECTION UNIT 7
第９回：LISTENING SECTION, UNIT 8 / READING SECTION UNIT 8
第10回：LISTENING SECTION, UNIT 9 / READING SECTION UNIT 9
第11回：LISTENING SECTION, UNIT 10 / READING SECTION UNIT 10
第12回：LISTENING SECTION, UNIT 11 / READING SECTION UNIT 11
第13回：LISTENING SECTION, UNIT 12 / READING SECTION UNIT 12
第14回： a. まとめ
b. 期末試験
＊授業内容は進度などに応じて内容は変更される場合がある。
履修上の注意
学生は積極的な授業参加が求められる。学生は指定された箇所の
予習および復習は必須である。また毎回の授業には必ず辞書（電子
辞書・紙媒体のもの共に可）を持参すること。携帯電話やスマート・
フォンを辞書として用いることは認めない。
準備学習が不十分であった場合や、授業への参加態度が不適切な
場合（私語やスマートフォンの使用など）には成績より減点する。
全日程の３分の１以上欠席した者は、原則として成績評価対象外
とする。
遅刻・早退は３回で１回分の欠席とみなし、授業開始後３０分以上
遅れて来た者、教科書を持ってこなかった者も欠席扱いとする。
また、この授業にはオンラインのみで実施する授業回がある。
オンライン授業は Zoom を利用したリアルタイム配信型あるいは
Oh-o! Meiji で授業動画を配信するオンデマンド型 で行う。
準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ指定された範囲の本文を熟読し、意味のわからない単
語については授業までに必ず調べ、おおよその内容を把握した上で
授業に臨むこと。難解な箇所や理解できない点に関しては学生全体
で共有し議論するため指摘できるようにしておくこと。またリスニ
ング・セクションの復習と課題確認は特に重要となる。
教科書
西谷恒志 他 著『TOEIC Test LISTENING SECTION 実践演
習』、（音羽書房鶴見書店）
西 谷 恒 志 他 著『TOEIC Test READING SECTION 実 践 演
習』、（音羽書房鶴見書店）

参考書
The Complete Guide to the TOEFL Test（Cengage Learning）
成績評価の方法
定期試験50％，平常点（出席、発表、ペア・グループワーク、宿
題、小テストなどを含む）50％の総合評価
その他
オフィスアワー：木曜日12.30-13.30（中央校舎3F 講師控室）
tomoek@meiji.ac.jp

名

英語Ⅲ （36）

智枝

授業の概要・到達目標
TOEFL は、英語を母語としない人々の英語能力を測るもので、
米国、英国、オーストラリアやカナダなど英語圏の大学・大学院へ
の入学選考の基準となります。出題問題はこれらの国々の大学の授
業や学生に関連する内容です。
本 授 業 で は iBT テ キ ス ト を 使 用 し ま す。Reading, Listening,
Speaking, Writing の４構成全てを練習します。TOEFL 受験を目的
としない学生にとっても４技能向上の練習ができる構成となってお
ります。
農学科食糧生産・環境コースにおいては学習教育目標の A に対
応する科目です。

目

参考書
TOEIC 公式サイト https://www.iibc-global.org/
成績評価の方法
定期試験70%
授業への貢献度30%（予習、授業内の質疑応答、授業内の発言、
課題など。遅刻・欠席については成績に加味する）
その他
授業内容に関する質問等はフィードバック・シートおよび授業の
前後に受け付ける。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

英語Ⅲ （37）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
瀬端

科

授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方、成績評価の仕方
などの説明）
b：Unit 7 口論（語彙）
第２回 Unit 7 口論（リスニング）
第３回 Unit 7 仮定法（リーディング）
第４回 Unit 8 天気予報（リスニング）
第５回 Unit 8 視野を広げる（リーディング）
第６回 Unit 9 依頼（リスニング）
第７回 Unit 9 動詞（リーディング）
第８回 Unit 10 雑談（リスニング）
第９回 Unit 10 並列法・倒置法（リーディング）
第10回 Unit 11 wh 疑問文（リスニング）
第11回 Unit 11 スキミング（リーディング）
第12回 Unit 12 発表、話（リスニング）
第13回 Unit 12 速読練習 総合（リーディング）
第14回 a: 授業内容のまとめ
b: 期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

名

英語Ⅲ （38）

睦

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
TOEIC 形式の問題演習するとともに、頻出会話フレーズや文法
事項の復習をすることで、テスト対策だけで終わらない、総合的な
英語運用能力をつける。TOEIC のリスニングとリーディングのパー
トを交互に行う。
《授業の到達目標》
TOEIC 形式の問題に慣れ、リスニング、リーディングの問題が
ともに抵抗なく解けるようになる。リスニング、リーディングのス
ピードが上がることを目指す。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A
に対応する科目です。

目

単位数
1単位

担当者
貝塚

泰幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
「人間の命は動物の命よりも尊いのか。
」多くが当然のように人間を優先す
るが、その理由を尋ねられれば答えに窮することになるかもしれない。
「動
物の権利」という言葉や話題を最近耳にすることが多くなってきている。動
物倫理学という応用倫理学の一部門の誕生とともに、現在「動物の権利」や
動物に対する態度、動物と人間との関係について盛んに議論されている。一
見して新しい動きに見えるこの議論も、その源流を遡れば古代ギリシアの哲
学者たちにたどり着く、長い歴史をもつ重要な問題である。授業では特に
1960年代以降の哲学者や倫理学者、神学者らの議論、家畜や実験動物の置か
れた実情についての報告などを扱い、動物と人間との関係について考え、議
論する。
《授業の到達目標》
哲学や倫理学分野の難解な英文を精読を通して読解力と語彙力を向上さ
せ、さらに批判的な視点でテキストの内容を解釈して、学生が独自の意見を
形成できるようになることを目的とする。また古代から現代にまで続く思想
に触れることで人間と動物の関係について独自の倫理的な視点の形成も目標
とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに対応する
科目である。

授業内容
第１回：イントロダクション
a. 授業の進め方と成績評価の方法に関する説明
b. イントロダクション
第２回：Peter Singer“All Animals Are Equal”（1）
第３回：Peter Singer“All Animals Are Equal”（2）
第４回：Peter Singer“Down on the Factory Farm”（1）
第５回：Peter Singer“Down on the Factory Farm”（2）
第６回：Richard Ryder“Experiments on Animals”（1）
第７回：Richard Ryder“Experiments on Animals”（2）
第８回：Tom Regan“The Case for Animal Rights”（1）
第９回：Tom Regan“The Case for Animal Rights”（2）
第10回：Tom Regan“The Case for Animal Rights”（3）
第11回：Andrew Linzey“The Theos-Rights of Animals （1）
第12回：Andrew Linzey“The Theos-Rights of Animals （2）
第13回：Andrew Linzey“The Theos-Rights of Animals （3）
第14回：a. まとめ
b. 期末試験
＊授業内容は進度などに応じて内容は変更される場合がある。

履修上の注意
学生は積極的な授業参加が求められる。学生はテキストを熟読し、多様な
解釈が可能性のある英文を探すとともに、該当する英文についてはその読み
を考えておくこと。また毎回の授業には辞書（電子辞書・紙媒体のもの共に可）
を持参すること。携帯電話やスマートフォンを辞書として用いることは認め
ない。
準備学習が不十分であった場合や、授業への参加態度が不適切な場合（私
語やスマートフォンの使用など）には成績より減点する。
全日程の３分の１以上欠席した者は、原則として成績評価対象外とする。
遅刻・早退は３回で１回分の欠席とみなし、授業開始後３０分以上遅れて来
た者、教科書を持ってこなかった者も欠席扱いとする。
また、この授業にはオンラインのみで実施する授業回がある。オンライ
ン授業は Zoom を利用したリアルタイム配信型あるいは Oh-o! Meiji で授業動
画を配信するオンデマンド型 で行う。

準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ予定された範囲の本文を熟読し、意味のわからない単語につい
ては授業までに必ず調べ、おおよその内容を把握した上で授業に臨むこと。
また特に難解な箇所や理解できない点に関しては学生全体で共有し議論する
ため指摘できるようにしておくこと。

履修上の注意
辞書を使って予習をすること。

教科書
プリント配布にて対応

準備学習（予習・復習等）の内容
語彙、会話フレーズ、文法、リーディング（リスニングの演習問
題以外）は、辞書を使って予習をしてくること。テキスト以外の
TOEIC 形式の問題も解いてみること。
教科書
『The TOEIC Test Trainer Target 780』浅見ベートーベンスミ
ス著（センゲージ・ラーニング）
参考書
英語辞書
成績評価の方法
定期試験60％，平常点（授業参加度，小テストなどの成績）40％
その他
オフィスアワー：授業後に対応する

参考書
金森修、
『動物に魂はあるのか：生命を見つめる哲学』
（中公新書、2012）
田上孝一、
『はじめての動物倫理学』
（集英社、2021）
デヴィッド・ドゥグラツィア、
『動物の権利』
（岩波書店、2003）
マーク・べコフ、
『動物の命は人間より軽いのか−世界最先端の動物保護思想』
（中央公論新社、2005）
Andrew Linzey, Creatures of the Same God: Explorations in Animal Theology.
（Lantern Books, 2009）
Andrew Linzey and Paul Barry Clarke, eds. Political Theory and Animal
Rights.（Pluto Press, 1990）
---, eds. Animal Rights: A Historical Anthology.（Columbia University Press,
2004）
Andrew Linzey and Tom Regan, eds. Animals and Christianity.（SPCK,
1989）
Tom Regan and Peter Singer, eds. Animal Rights and Human Obligations,
1st edition.（Prentice-Hall, 1976）
---, eds. Animals Rights and Human Obligations, 2nd edition.（Prentice-Hall,
1989）
Peter Singer, In the Defense of Animals.（Blackwell, 1985）
---, In the Defense of Animals: The Second Wave.（Blackwell, 2005）
.

成績評価の方法
定期試験70%
授業への貢献度30%（予習、授業内の質疑応答、授業内の発言、課題など。
遅刻・欠席は成績に加味する。
）

その他
授業内容に関する質問等はフィードバック・シートおよび授業の前後に受
け付ける。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

英語Ⅲ （39）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
瀬端

科

授業内容
第１回 a : イントロダクション（授業の進め方、成績評価の仕方など）
b: Unit 6 Food Revolution：プレリーディング
第２回 Unit 6 Food Revolution
第３回 Unit 6 Teach Every Child About Food（読解）
第４回 Unit 6 Teach Every Child About Food（リスニング）
第５回 Unit 7 Power Poses
第６回 Unit 7 Your Body Language Shapes Who You are（読解）
第７回 Unit 7 Your Body Language Shapes Who You are（リスニ
ング）
第８回 中間のまとめ
第９回 プレゼンテーション
第10回 プレゼンテーション
第11回 Unit 8 Kite Power
第12回 Unit 8 How I Harnessed the Wild（読解）
第13回 Unit 8 How I Harnessed the Wild（リスニング）
第14回 a: 授業内容のまとめ
b: 期末試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
次回の授業範囲について、事前に辞書を引いて予習しておくこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
リーディングの箇所を辞書を使って予習をしてくること。授業で
扱った TED のリスニングを繰り返し聴き、余裕があれば、他の動
画も見てみること。
教科書
『21st Century Reading 2: Creative Thinking and Reading with
TED Talks』Laurie Blass ほか著（センゲージラーニング）
参考書
英語辞書
成績評価の方法
期末試験50％＋プレゼンテーション30％＋平常点（授業への取り
組み，小テストなど）20％で総合評価する。
その他
オフィスアワー：授業後に対応する

名

英語Ⅲ （40）

睦

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
TED の教材を用いて、リーディングとリスニングの力を伸ばす。
また、TED のプレゼンテーションを視聴することで、英語で発信
する表現力についても学ぶ。
《授業の概要》
TED の動画を視聴し、それに関連したパッセージを読むことで、
リーディングとリスニングの力をつけながら、社会的な問題につい
ての理解を深める。また、TED のプレゼンテーションの仕方を学び、
自分の意見を英語で発信できるようになる。農学科食糧生産・環境
コースにおいては，学習・教育目標のＡに対応する科目です。

目

単位数

担当者

1単位

中須賀稚子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
〈現代アメリカを探る〉（中級）
英語で書かれた文章を読んで内容を理解する。これは、実はなか
なか難しいことである。
書かれている英語を、文字だけでなく、その内容を理解するために
必要なのが、背景知識である。
このクラスでは、アメリカを地域ごとに分けた教科書を用いて、
それぞれの特徴を、紋切り型ではあるが、アメリカの地域性を理解
することを目的とする。
日本でも、「九州男児」や「関西人って、」などと、狭い日本でも
それぞれの地域性を知ることは、背景の文化を理解する、手掛かり
になることもある。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに対
応する科目でである
《授業の概要》
学生の発表に，教師が補足説明を加えることになる。出席者は全
員予習を完璧にしてくるように。
授業内容
第１回：a イントロダクション
b 第1課 銃規制
第２回：第2課 トランプの壁
第３回：第3課 ウォールストリート
第４回：第4課 アメリカのレイシズム
第５回：第5課 社会主義の恐怖
第６回：第6課 ネイティブアメリカンの闘争
第７回：第7課 書生の権利
第８回：第8課 アメリカの福音派
第９回：第9課 学生ローンの危機
第10回：第10課 アメリカ議会のダーティトリック
第11回：第11課 シェールガス
第12回：第12課 太平洋のプラスチックゴミ
第13回：第13課 遺伝子組み換え食品
第14回：a 第14課 ビッグテック
b 到達度確認試験
授業の予定は必要に応じて変更の可能性がある。
履修上の注意
必ず予習をして授業に出席すること。辞書を手元に置き，単語を
丁寧に調べること。
興味を持っていただけるのが一番です。
授業中にパソコンを使うことは特に禁止しません。
自分が一番効率が上がる学習スタイルで進めてください
1つ、お願いがあります。
授業中に洗面所に立つ学生が、近年多く見られます。
教員も、他の学生も気が散る可能性もあるので、
教室内の出入りは、最小限にとどめるよう、自分の体を制御して
ください
準備学習（予習・復習等）の内容
テキストを読み、わからない単語は調べ、不明な点はどこか、を
認識して授業に出席のこと。
授業内で問題を解決できるように。
教科書
Inside and Outside（金星堂、2022）
参考書
授業内で指示する。
成績評価の方法
筆記試験（授業内及び期末を予定）70％，平常点（出席点ではな
い。積極的授業参加や課題提出など）30％の割合で評価を出す。総
合で60% 以上に単位を認定する。
欠席は５回を超えると受験資格を失う。
遅刻は３回で欠席1回と換算するので注意のこと。
つまり、欠席と遅刻の減点を合わせて、授業の3分の１を超える
と試験を受ける資格を失うので、欠席、遅刻とも気を付けるように
してください
その他
オフィスアワー：金曜日12：45～13：15（いずれかの講師控え室）
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

英語Ⅲ （41）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
中村

科

授業内容
（1） イントロダクション
（2） Unit 1: Getting started オンライン授業
（3） Unit 1: Getting started
（4） Unit 1: Getting started オンライン授業
（5） Unit 2: Celebrations
（6） Unit 2: Celebrations オンライン授業
（7） Unit 2: Celebrations
（8） Unit 3: Travelling to work オンライン授業
（9） Unit 3: Travelling to work
（10）Unit 3: Travelling to work オンライン授業
（11）Unit 4: Objects and designs
（12）Unit 4: Objects and designs オンライン授業
（13）Unit 4: Objects and designs
（14）a: まとめ、b: テスト
履修上の注意
・
「対面授業」の一部に「オンデマンド型のオンライン授業」が組
み込まれています。それぞれの実施日を、このシラバスの「授業
内容」に記していますので注意してください。 録画した内容の
URL は、クラスフェブの「授業内容・資料」に記載します。視
聴する場所について制限はなく、教室に来る必要もありません。
・オンライン授業では「クラスウェブ」の「ディスカッション」機
能などを活用し意見交換の機会を設けます。質問は、同じく「ディ
スカッション」機能でも受け付けます。また、おおよそ毎回の授
業ごとに課題があります。
・ペア並びにグループによるディスカッションには、集中して積極
的に参加してください。
準備学習（予習・復習等）の内容
・教 科書の本文の音声とビデオは、インターネット上の http://
www.oup.com/elt/internationalexpress から無料でダウンロード
可能です。予習・復習に役立ててください。
・さらに、予習では、テキストに出てくる単語の意味や使い方を確
認してください。
・受講後は、授業で練習した表現方法、語彙や語法を、発音やイン
トネーションに注意しながら、繰り返し口頭練習して復習してく
ださい。
教科書
『International Express, Pre-Intermediate, Student’s Book with
Pocket Book』、Keith Harding and Rachel Appleby 著 , （Oxford
University Press）2014年
参考書
BBC Learning English: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
成績評価の方法
試験（小テスト、期末テスト）80％、平常点（課題、受講態度）
20%。遅刻（授業開始後３０分までに入室）３回で欠席１回とみなし
ます。授業回数の2/3以上の出席者が評価対象となります。
その他
オフィスアワーは金曜日、12:30-13:10（中央校舎3階講師控室）
です。

名

英語Ⅲ （42）

啓子

授業の概要・到達目標
< 授業の概要 >
このコースでは、日常生活やビジネスの現場でよく使用される実
践的な英語会話を中心に学習します。教科書は10課で構成されてい
ますが、今学期に学習するのは、前半の４課で、各課のトピックは、
「新しいことを始める」、「祝い事」、「旅行しながら働く」、「物とデ
ザイン」のです。授業では、個々の口頭練習の他、ペアやグループ
によるスピーキング活動を多く取り入れます。また、テキストに沿っ
た CD や DVD を活用しリスニングも強化します。その他、いくつ
かの基本的な文法事項の復習や、初歩的なメールの書き方や電話で
のやりとりも学習します。
< 授業の達成目標及びテーマ >
様々な場面に応じた英語の基礎的なフレーズや語彙の習得、コ
ミュニケーション能力の向上と、異文化に対する理解を深めること
を目標とします。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習教育目標のＡに対応
する科目です。

目

単位数
1単位

担当者
松井

恭子

授業の概要・到達目標
アメリカのニュース専門チャンネルとして設立された CNN が配
信する興味深いテレビニュースのリスニングと英文読解を通じて英
語力を養成する。テレビや Internet で聴取できるニュースは、現
場からのレポートが紹介されることが多い。このようなニュース英
語の特徴も掴んでいく。
例えば、プラスチックを分解する虫の研究、NASA 有人月着陸「ア
ルテミス計画」、スケートボードの若い選手、大地震に耐えうる耐
震補強材、オンライン授業の未来、サウジアラビア皇太子による改
革、などのニュースの情報に関して自分なりのコメントや意見を英
語で話す英語能力も養う。ニュースの映像は、ウェッブサイトで視
聴することができるため、リスニング力をつけることも目標のひと
つである。
内容の正確な理解を目指し、時々刻々と変化する世界情勢を把握
することは、物事を考えるときの糧になるはずである。ニュースに
関連した英語資料も配布し、読解に役立てる。与えられたテーマに
ついて、約１分以内の短い英語プレゼンテーションができるように
なる練習も加える。
授業内容
第１回：イントロダクション（評価基準、クラスの進め方、予習の
仕方などの説明）Unit 7: Plastic-Eating Insects （1）
第２回：Unit 7: Plastic-Eating Insects （2）
第３回： Unit 7: Plastic-Eating Insects （3）
第４回： Unit 8: Inspirational Journey （1）
第５回： Unit 8: Inspirational Journey （2）
第６回： Unit 9: No Holding Her Back （1）
第７回： Unit 9: No Holding Her Back （2）
第８回： Unit 10 : Getting Prepared （1）
第９回： Unit 10 : Getting Prepared （2）
第10回：Unit 11: Learning to Adapt （1）
第11回：Unit 11: Learning to Adapt （2）
第12回：Unit 12: Signs of Progress （1）
第13回：Unit 12: Signs of Progress （2）
第14回：a. 期末テスト
b. まとめと解説
履修上の注意
春学期と秋学期は同じテキストを使用するが、春学期は Unit 1
～6、秋学期は Unit 7～12を扱う。欠席、遅刻、早退については
それぞれ減点をする。欠席が5回以上の場合、単位は取得できない。
3回の遅刻は１回の欠席とする。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に教科書の該当ページを辞書を使って読み、内容を自分の言
葉で説明出来るように準備して授業に望む。各 Unit のトピックは
新聞、インターネットなどで調べて、深い知識も得られるよう積極
的に予習、復習をする。授業での英語でのプレゼンテーション担当
者は順番に当てるので、責任をもって原稿を用意して取り組んで欲
しい。
教科書
English For The Global Age With ＣＮＮ Vol. 23（２０２２）朝日出
版
ISBN978-4-255-15677-4C1082
参考書
毎回必ず辞書は持参すること。スマートフォンなどの電子辞書も
使用できます。英語辞書は、ときに英英辞典を使用してみてくださ
い。
成績評価の方法
期末テスト（40％）、Mini- プレゼンテーションと課題（30%）、授
業中の参加と平常点（30％）
その他
授業形態
授業形態については、第1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 回の合計
8 回は、教室における対面授業とし、第2, 4, 6, 9, 10, 12回の合
計6 回はリアルタイムでの ZOOM によるオンライン授業とする予
定です。（コロナ感染の発生状況によって変わることもありえます
ため、変更があった場合は Oh-Meiji に載せます。）
オフィス・アワーと連絡方法は授業中に指示する。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

科学英語
（1）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
原

科

授業の概要・到達目標

授業内容
第1回：a. 授業概要、授業の進め方、履修上の注意など
必要なスキル
第2回： Unit 1 a. 英文読解・情報整理 b. 要約・考察
第3回： Unit 2 a. 英文読解・情報整理 b. 要約・考察
第4回： Unit 3 a. 英文読解・情報整理 b. 要約・考察
第5回： Unit 4 a. 英文読解・情報整理 b. 要約・考察
第6回： Unit 5 a. 英文読解・情報整理 b. 要約・考察
第7回： Unit 6 a. 英文読解・情報整理 b. 要約・考察
第8回： Unit 7 a. 英文読解・情報整理 b. 要約・考察
第9回： Unit 8 a. 英文読解・情報整理 b. 要約・考察
第10回：Unit 9 a. 英文読解・情報整理 b. 要約・考察
第11回：Unit 10 a. 英文読解・情報整理 b. 要約・考察
第12回：Unit 11 a. 英文読解・情報整理 b. 要約・考察
第13回：Unit 12 a. 英文読解・情報整理 b. 要約・考察
第14回：a 期末試験・b 解説、総括、今後の指針

b. 科学英語に

履修上の注意
1）この授業は始業時刻と同時に開始しますので、間に合うように教室
に着席してください。理由なく大幅に遅刻した場合は出席したもの
とみなしません。
2）授業時数の3分の1を超える欠席（5回以上）は評価の対象としま
せん。やむを得ない理由で欠席する場合は許可を得た上で代替手段
で自習し、課題を提出して下さい。
3）読むにせよ書くにせよ、能動的な学習姿勢が求められます。従って、
授業に参加する意志がないものと判断した場合、度重なる警告にも
関わらず授業と関係のない行為を継続している場合については、た
とえ教室にいても出席したものとみなしません。

名

科学英語
（2）

功

≪授業の概要≫
「科学英語」という授業を通じて身につけたいスキルは、専門文献や
研究論文を自力で正確に読み取れるようになることです。そのためには、
日常生活で使われる単語とは異なった学術用語を知らなくてはいけませ
んが、それで終わりというわけにもいきません。１文１文をを正確に読
み取り、背景知識を得て、パラグラフを理解し、文章全体を把握しなく
てはいけません。そのためのトレーニングとして、短くまとまった難解
な理科系の英文を自力で読み解きます。まずは難しいと感じることから
始め、どのような知識をどのように活用すれば内容を理解できるように
なるのかの手ほどきを行います。
≪授業の到達目標≫
1）科学系の英文を自力で正確に理解するためのスキルを身につけること
2）自分の考えを自力で正確に表現するためのスキルを身につけること
※農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに対
応する科目です。

目

単位数
1単位

担当者
小嶺

智枝

授業の概要・到達目標
＜科学の話題を英語で読む＞
科学についての様々な話題を扱ったテキストを用いて、内容と論
理展開を正確に理解する能力を養う。また、科学英語を読む際に必
要となる語彙力の増強を図る。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
基本編ではリーディングによる内容理解・練習問題・語彙力アッ
プ、CD や DVD にてリスニング、Writing Expressions では並び替
え問題を行う。応用編ではペアやグループ、ディスカッションを行
う。
授業内容
第１回：オリエンテーション
第２回：Unit 1
第３回：Unit 2
第４回：Unit 3
第５回：Unit 4
第６回：Unit 5
第７回：Unit 6
第８回：Mid-term test / Unit 7
第９回：Unit 8
第10回：Unit 9
第11回：Unit 10
第12回：Unit 11
第13回：Unit 12
第14回：a. まとめ b. 学期末試験
＊講義内容や Unit の順番は必要に応じて変更になる場合がある。

準備学習（予習・復習等）の内容
予習としては、知らない単語が文章中にあるのは当たり前のことであ
ると考え、未知の単語をピックアップしてその意味を調べておくこと、
その週に扱うユニットに目を通し、分かりそうなところと難しいところ
を把握しておくことくらいは最低でも行ってください。疑問点をいくつ
か持っておくこと、質問したいことをまとめておくことは望ましいこと
です。
復習としては、記憶が新鮮なうちに新たに得た知識をまとめておくこ
と、CD または音声ファイルを、英文の意味が理解できるようになるま
で繰り返し聞くこと、英文をすらすら読めるようになるまで音読するこ
と、授業内容に関連した新聞記事やウェブ記事、専門書などを読むこと
が理想的です。

教科書
『CNN Science for College Students（大学生のための CNN サイエン
ス）
』朝日出版社

参考書
未知の英文を読んだり、母語でない言語の文章を書いたりするのに辞
書が必要なのは言うまでもありません。しかしながら、どのような辞書
を用意すればいいか迷っている人も多いことでしょう。まずは、どのよ
うな辞書でも良いので、手持ちの辞書を持参し、使ってみてください。
学習が進む中で手持ちの辞書では役に立たないと感じることがあるで
しょう。その時にこそ、どのような辞書が必要なのかが見えてくること
でしょう。

履修上の注意
ペアやグループワークを多く取り入れます。積極的な参加が必要
です。
辞書持参。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習、復習を必ず行うこと。
教科書
K. Miyamoto, Science at Hand（Kinseido）

成績評価の方法

参考書
特に定めない。

出席率が規定以上であることを前提として、次の観点により評価しま
す。
授業内課題
20%
コメントペーパー 10%
考察課題
20%
期末試験
50%

成績評価の方法
定期試験50％，平常点（出席、発表、ペア・グループワーク、宿
題、小テストなどを含む）50％の総合評価

その他
授業に関する質問などは授業前後に教室で受けます。また、Oh-o!
Meiji の「ディスカッション」に質問専用のスレッドを用意する他、質
問専用のメールアドレスをお知らせします。

その他
オフィスアワー：月曜日12.30-13.30（２号館１ F 講師控室）
tomoek@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

科学英語
（3）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
行田

科

授業内容
第１回 機器の使用方法，教材の入手方法と予習の進め方，単位認
定等についての詳しい説明，小テスト
第２回〜第1３回 テキストの精読・小テスト
第1４回 まとめ
授業内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意
第１回目は単なるイントロダクションではないので，履修を迷っ
ている場合でも必ず出席すること。
毎回出席することは「当然の義務」であるから，欠席・遅刻・早
退についてはそれぞれ大幅に減点をする。
皆勤とは無縁の学生にはお勧めしない。
課題未提出の場合には、大幅に減点する。
理由のいかんにかかわらず提出期限を過ぎたものや形式等に不備
があるものは無効となる。
また、指示に従わず内容が不十分な場合にも評価対象外となるこ
とがある。

名

科学英語
（4）

勇

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
Linguistic Science（言語科学）に関する英語文献を精読する。
受講者は指定された箇所を全訳したものを用意し発表する。
授業中の既習事項については毎回小テストを行い理解度の確認を
する。
《到達目標》
Linguistic Science（言語科学）に関する英語文献の読み方を習得
することを第一の目標とする。
将来的に Biolinguistics（統語論の進化論的及び生物学的ルーツの
解明を目標とした研究）の専門書を読めるようになる準備をする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。

目

単位数
1単位

担当者
原田

英子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
＜科学の話題を英語で読む＞
この授業では、科学についての様々な話題を扱ったテキストを用
いて、内容と論理展開を正確に理解する能力を養う。また、科学英
語を読む際に必要となる語彙力の増強を図る。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
1回の授業で1つの章を終わらせることを基準に授業を進めてい
く。必要に応じて、テキストに載っていない記事もしくは関連記事
をクラスで取り上げ、読む時間を設けることがある。それぞれの章
の終わりにクラスウェブ上で小テストを行う。
授業内容
第1回 a のみ：イントロダクション
第2回：テキスト Unit 1、小テスト
第3回：テキスト Unit 2、小テスト
第4回：テキスト Unit 3、小テスト
第5回：テキスト Unit 4、小テスト
第6回：テキスト Unit 5、小テスト
第7回：テキスト Unit 6、小テスト
第8回：テキスト Unit 7、小テスト
第9回：テキスト Unit 8、小テスト
第10回：テキスト Unit 9、小テスト
第11回：テキスト Unit 10、小テスト
第12回：テキスト Unit 11、小テスト
第13回：テキスト Unit 12、小テスト
第14回：a まとめ・b まとめテスト
※講義内容は必要に応じて変更になる場合がある。

準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ配布された英文資料を全訳し、毎回授業前に提出する。
難解なテキストであるので準備にかなりの時間を要することを覚悟
すること。
教科書
特に定めない。
英文資料の入手方法については第１回の授業で説明する。
欠席した場合には第２回以降の授業に参加できないなど支障をき
たすことがあるので注意すること。
参考書
Biological Foundations and Origin of Syntax
著者 Derek Bickerton and Eörs Szathmáry
出版社 The MIT Press
https://mitpress.mit.edu/books/biological-foundations-and-originsyntax
入手方法については第１回の授業で説明する。
成績評価の方法
毎回の小テスト50％，平常点（提出物・授業中の発表等）50％の
総合評価である。
授業回数の3分の2以上に参加していない者は成績評価の対象か
ら外す。
評点算出方法等については第１回の授業で詳細に説明する。
その他
オフィスアワーと連絡方法は授業中に指示する。

履修上の注意
必ず予習をすること。集中して積極的な態度での授業参加を心が
けること。
毎回必ず辞書を持参すること（英和・和英・英英）
準備学習（予習・復習等）の内容
辞書を活用しながら一通り文章を読むこと。要点を箇条書きにし
ておくことが望ましい。
教科書
Science Insight（成美堂）
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
定期試験50%、平常点（授業参加・貢献度、小テスト・課題）
50%
その他
オフィスアワー: 質問がある場合には、授業の前後に申し出る、
もしくはメールをすること（メールアドレスは最初の授業で示す）。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

科学英語
（5）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
宮川

科

授業内容
第１回：a. Introduction
（syllabus，評価基準などの説明、以下のス
ケジュールはコースの途中で変更されることがあります）
b. テキストの構成と授業の進め方などの説明
第２回：Unit 1: Welcome to My Bower「庭師鳥」
第３回：Unit 1: Listening, Writing ＆ Discussion（オンライン）
第４回：Unit 3: Exotic Species「外来種の害」
第５回：Unit 3: Listening, Writing ＆ Discussion（オンライン）
第６回：Unit 5: Roller Coasters「ローラーコースターの仕組み」
第７回：Unit 5: Listening, Writing ＆ Discussion（オンライン）
第８回：Unit 7: Danger-detecting Animals「動物からの警告」
第９回：Unit 7: Listening, Writing ＆ Discussion（オンライン）
第10回：Unit 13: Coral Reef「サンゴの役割」
第11回：Unit 13: Listening, Writing ＆ Discussion（オンライン）
第12回：Unit 15: Moon Rocks「月の石が教えてくれること」
第13回：Unit 15: Listening, Writing ＆ Discussion（オンライン）
第14回：a. 期末テスト
b. まとめと今後の学習
履修上の注意
春学期と秋学期に同じテキストを使用しますが、それぞれ違う章
を読みます。
準備学習（予習・復習等）の内容
テキストを読んで訳を書いてくるという単純な予習では不十分で
す。特に日本語訳を書いてくるのはお勧めしません。余白にメモを
取り、読みながら理解する練習をします。クラスでは担当部分（３
−４行程度）を読んだらその場で再度理解し、自分の言葉で説明す
ることが必要です。書いてきた日本語を読む時間にはしないように
気をつけましょう。内容や詳細を自分の言葉で説明出来るように準
備して授業に望んでください。また興味のあるトピックは積極的に
巻末の Additional Reading やインターネットの関連する英語の記事
を読んでみましょう。科学英語には辞書に載っていない用語もあり
ます。予習の段階でインターネットなどを使って調べておきましょ
う。
教科書
Science Square「科学の愉しみ」（2009，成美堂）
参考書
毎回必ず和英・英和辞書を持参すること。英英辞典は Paraphrasing「言い換え」の練習になるので是非活用して欲しいです。また、
テキストに関連したインターネットサイトなどを見て，楽しみなが
ら自主的に学習を続けましょう。
成績評価の方法
授業中の参加と課題提出40%，各種テスト（小テスト，期末テス
ト等）60％をもとに総合的に評価します。また欠席が1/3を超え
た場合は評価の対象としないので要注意。詳しくは第一回目の授業
で説明します。
その他
オフィス・アワー： 火曜12:30-13 :20 （中央棟３ F 講師控室）

名

科学英語
（6）

敬子

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標》
メディアで話題となる様々な科学のテーマを英語で読みながら、
科学分野の文章構成や語彙に慣れ、英語の論理的な説明文を、日本
語を読むように理解を積み重ねて全体の趣旨を把握することを目標
に学習します。主にリーディングの技能を学びますが、同時にリス
ニング、ライティング、スピーキングも含み４技能を学びます。
《授業の概要》
テキストは生物、地質学、環境、エネルギー、宇宙開発などのテー
マを含む全15章で構成されており、春学期は主に奇数の章を扱いま
す。（秋学期は主に偶数の章を扱います。）

目

単位数
1単位

担当者
熊田

和典

授業の概要・到達目標
この授業では，科学の知識と情報の普及を目指して発行されてい
る週刊科学雑誌 Science News の記事を精読する。科学の現場を伝え
る Science News の記事は，読み応えがあり，扱われているテーマは
多岐にわたる。本授業では，テキストの前半部分を精読する。さら
に練習問題にも取り組み，精読した英文のさらなる理解や科学英語
の語彙の習得に努める。英語で書かれた科学に関する文章を理解す
るとともに，科学英語の語彙を身につけ，科学分野の英語の読解力
を養うことを到達目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回 Introduction（授業の内容，英語の学習の仕方 , 成績評価の
基準などの説明）
第２回 Unit 1 Talk to the Hand（チンパンジーのジェス
チャー）：長文精読
第３回 Unit 1 Talk to the Hand（チンパンジーのジェス
チャー）：練習問題
第４回 Unit 2 No Place Like Om（瞑想トレーニングの効用）：
長文精読
第５回 Unit 2 No Place Like Om（瞑想トレーニングの効用）：
練習問題
第６回 Unit 3 Unstoppable Bot（自己修復機能を搭載したロ
ボット）：長文精読
第７回 Unit 3 Unstoppable Bot（自己修復機能を搭載したロ
ボット）：練習問題
第８回 Unit 4 Mafia Cowbirds（コウウチョウの風変りな習性）
：
長文精読
第９回 Unit 4 Mafia Cowbirds（コウウチョウの風変りな習性）
：
練習問題
第10回 Unit 5 Nice Shot（E 型肝炎のワクチン）：長文精読
第11回 Unit 5 Nice Shot（E 型肝炎のワクチン）：練習問題
第12回 Unit 6 Cleaning Treasures（フレスコ画の修復 -- ナノテ
ク）：長文精読
第13回 Unit 6 Cleaning Treasures（フレスコ画の修復 -- ナノテ
ク）：練習問題
第14回 重要な文法事項，補足事項の説明，補足
第15回 定期試験と解説
＊講義内容，進度は必要に応じて変更することがある。
履修上の注意
英語力の向上を目指して , 授業に積極的に参加すること。授業時
の質問は歓迎する。
辞書を必ず携行すること。（電子辞書可。ただし , スマートフォ
ンなど辞書以外の機器に付随したものは不可。）
遅刻厳禁。病欠などの突発的事情を除き , 無断欠席をしないこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習に関しては , 教科書の次回講読する箇所を読んで全体の内容
の理解に努めること。その際に , わからない部分を明確にし , その
部分を辞書で調べておくこと。その他の練習問題においては , 練習
問題のタイプによって何を身につけるかを意識して解答を用意する
こと。復習としては , できなかったところを重点的にもう一度教科
書の該当箇所を読む , あるいは解いてみること。
教科書
『Science Speaks』（Kevin Cleary, 松本和子，野崎嘉信）（金星堂）
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
定期試験（70％）と小テスト（単語テスト）（30％）で総合的に
評価する。小テストは数回実施する予定である。
その他
オフィスアワー：火曜日
舎3階講師控室）
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10:40～17:10の授業外の時間（中央校

科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

科学英語
（7）

科目ナンバー：(AG)LAN211M

単位数

担当者

科

1単位

樋渡さゆり

授業の概要・到達目標
科学英語 （7）
「英語で読む自然科学史」
≪授業の概要≫
上級レベル . ブロノウスキーの自然科学史（BBC）から 産業革
命期を取り上げた“The Drive for Power”の章を精読する . 論説
文を読み、自然科学史を文化史的な広い視野から学び，今日の私た
ちの文化や生活を考える .
予習に基づいた積極的な参加が求められる . 毎回，授業の後に授業
内容にかかわる課題を提出してもらう .
≪到達目標≫
長文の論説文を正確に読む技術の習得と，そのために効果的な学
習方法を身につけること，そして自然科学史や歴史の基礎的な知識
を身につけ，そのヴォキャブラリーになじむことが到達目標である .
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに対
応する .
授業内容
履修者の発表をもとにしてテキストを精読 . 毎回，小課題を提出 .
クラスウェブを補助的に使用する .
第１回： a のみ：イントロダクション
第２回： 辞書について / テキスト講読 The English revolution （1）
第３回： テキスト講読 / 同上 （2）
第４回： Everyday technology: James Brindley （1）
第５回： 同上 （2）
第６回： The revolt against privilege: Figaro（1）
第７回： 同上 （2）/ 復習
第８回： Benjamin Franklin & American Revolution （1）
第９回： 同上 （2）
第10回： The new men: masters of iron （1）
第11回： 同上 （2）
第12回：The new outlook: Wedgwood and the Lunar Society （1）
第13回： 同上 （2）
第14回： a. まとめ／b: 期末定期試験
履修上の注意
テキスト難易度は上級レベル（TOEIC 600点以上）.本年度秋学期
の科学英語（21）では続きを読みます .
資料掲示や課題提出、連絡等に Oh-o!Meiji のクラスウェブを使用
するため、早めに「仮登録」をしてください .
科学英語は１～４年次を対象として開講されている選択必修科目
であり、すべて中級・上級レベルです．そのため、英語Ⅰ「総合英語」
の授業で辞書についてなど必要事項を学んでいるという前提で授業
を進めます．研究活動に備えて、学習習慣の見直しをするつもりで
授業に臨んでください．
準備学習（予習・復習等）の内容
事前学習として、段階的・発展的に指示されたポイントに焦点を
絞り，辞書をよくひき、テキストを正確に読み取る努力をして毎回
受講のこと . 受講後には内容をふりかえり、文法事項等、理解が不
十分なところの補強に努める .

名

科学英語
（8）

単位数
1単位

担当者
貝塚

泰幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
私たちは科学に関する日本語の表現や言い回しを幼い頃より耳に
しており、慣れ親しんでいる。しかし科学に関する英語の表現や言
い回しとなると、それらを読み聞きする機会が極端に少ないため、
基礎的な内容でさえも英語で表現することは難しい。そこで科学に
関する様々なトピックの英文を読み、英語による科学分野における
表現や言い回しを基礎から学んでいく。
《授業の到達目標》
様々な科学分野の英文を読み、科学に関する英語表現に慣れ親し
み、基本的な表現を習得することを目標とする。また英文の精読を
通して読解力と語彙力を向上させ、さらに批判的な視点からテキス
トを読み、学生が独自の意見を形成できるようになることを目的と
する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回：イントロダクション
a. 授業の進め方と成績評価の方法に関する説明
b. Introduction
第２回：Space Shuttle: Today is Lift-off Day!
第３回：When You Wish Upon a Star
第４回：Adventure to the Planets of Our Solar System
第５回：Moving at the Speed of Light: We’ve Only Just Begun
第６回：The Computer has a Dual Nature
第７回：Reading Mathematics: A Universal Language
第８回：The Chance to Grow Old is Indeed a Privilege
第９回：Tour Through the Miracle of the Human Body
第10回：Why Did it Our Way: The Electronic Age
第11回：How do Satellites Fly in Space?
第12回：Jet Aircraft and the“Faudree Effect”
第13回：The Building Blocks of Life
第14回： a. まとめ
b. 期末試験
＊授業内容は進度などに応じて内容は変更する場合がある。
履修上の注意
学生は積極的な授業参加が求められる。学生はテキストを熟読し、
特に科学分野に関する英語表現については対応する正確な日本語に
よる表現を調べておくこと。また毎回の授業には辞書（電子辞書・
紙媒体のもの共に可）を持参すること。携帯電話やスマートフォン
を辞書として用いることは認めない。
準備学習が不十分であった場合や、授業への参加態度が不適切な
場合（私語やスマートフォンの使用など）には成績より減点する。
全日程の３分の１以上欠席した者は、原則として成績評価対象外
とする。
遅刻・早退は３回で１回分の欠席とみなし、授業開始後３０分以上
遅れて来た者、教科書を持ってこなかった者も欠席扱いとする。
また、この授業にはオンラインのみで実施する授業回がある。オ
ンライン授業は Zoom を利用したリアルタイム配信型あるいは Oho! Meiji で授業動画を配信するオンデマンド型 で行う。
準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ予定された範囲の本文を熟読し、意味のわからない単
語については授業までに必ず調べ、おおよその内容を把握した上で
授業に臨むこと。また特に難解な箇所や理解できない点に関しては
学生全体で共有し議論するため指摘できるようにしておくこと。

教科書
『The Ascent of Man』Jacob Bronowski（金星堂）
参考書
『プログレッシブ英和中辞典』（小学館）
『リーダーズ英和辞典』（研究社）
成績評価の方法
授業実施回数の２ / ３以上に出席している履修者を評価対象とし
ます . 評価対象外の場合は「T」となります .
対面授業の場合、教室での授業に参加し、かつ提出課題を提出・受
理されることで初めて「出席」と見做されます .
期末定期試験60％，平常点（出席状況，課題提出など）40％で評
価.
その他
質問は随時受けるがオフィスアワーは以下のとおり :
研究室（３号館４階）詳細はクラスウェブに掲示 .
連絡にはクラスウェブを利用します .

目

英語第 I

教科書
マイケル・C・フォードリー
宝社）

他『科学技術英語への誘い』、（英

参考書
特に定めない。
成績評価の方法
定期試験70%
授業への貢献度30%（予習、授業内の質疑応答、授業内の発言・
小テストなど。遅刻・欠席は成績に加味する。）
その他
授業内容に関する質問等はフィードバック・シートおよび授業の
前後に受け付ける。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

科学英語
（9）

科目ナンバー：(AG)LAN211M

単位数

担当者

科

1単位

リサ, ヴォート

授業の概要・到達目標
The area explored in this course will be the United Nation’s
Sustainable Development Goals with an emphasis on scientific applications. SDGs is a historic declaration ratified by 193 UN Member States outlining global goals and targets from 2016 to 2030.
Your learning objectives for this course should be that by the end
of the semester you should:（a）have become familiar with the
broad contours of SDGs;（b）understand, appreciate, and assimilate
information having to do with paths towards global prosperity, human well-being, and a healthy planet;（c）have increased your vocabulary, and（d）have expanded your worldview.
授業内容
第１回：Overview of SDGS
第２回：Student Introductions
第３回：Group Assignments
第４回：No poverty
第５回：Zero Hunger
第６回：Good Health and Well-Being
第７回：Quality Education
第８回：Gender Equality
第９回：Clean Water and Sanitation
第10回：Affordable and Clean Energy
第11回：Decent Work and Economic Growth
第12回：Industry, Innovation and Infrastructure
第13回：Reduced Inequalities
第14回：Grand Review: Bring it all together

教科書
None.
参考書

成績評価の方法
Weekly Review（20%）,Presentation（50%）,Report（30%）.
その他

名

科学英語（10）

単位数

担当者

1単位

中村美帆子

授業の概要・到達目標
「科学の話題について英語で読み、考える」
《授業の概要》
科学関連の記事の講読を通じて、リーディング能力を高める。
科学関連の話題をまとめた教科書と、その他の新聞・雑誌記事を使
用する。教科書から5つのテーマを選び、次の3つの手順で学習す
る。
1. 教科書掲載の記事を読み、単語や表現を確認しつつ、内容を把
握する。
2. 関連するテーマを扱った新聞・雑誌記事を読む。
3. 自分の意見や調べたことについて英語でまとめ、小レポートと
して提出する。
その他、映像資料等も適宜取り入れる。
《到達目標》
1. 科学関連の記事を英語で読み、リーディング能力を高める。
2. 専門的な語彙や表現を習得する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習教育目標のＡに対応
する科目である。
授業内容
第1回：イントロダクション
第2回：Unit 1 Flowers Sweeten Up When They Sense Bees
Buzzing
第3回：新聞・雑誌記事講読 1
第4回：Unit 2 Sorry, the Mona Lisa Is Not Looking at You
第5回：新聞・雑誌記事講読 2
第6回：小テスト1, まとめ
第7回：U nit 3 Nearly One-Third of Americans Sleep Fewer
Than Six Hours Per Night
第8回：新聞・雑誌記事講読 3
第9回：Unit 4 There’s No Limit on Longevity, But Getting Super Old Is Still Tough
第10回：新聞・雑誌記事講読 4
第11回：小テスト2, まとめ
第12回：Unit 5 Chinese City Wants to Launch Fake Moon to Illuminate Its Streets
第13回：新聞・雑誌記事講読 5
第14回：a. 試験 , b. まとめ

履修上の注意
Students（in groups）will be required to give a presentation in
English.
準備学習（予習・復習等）の内容
A willingness to be proactive and responsible is essential.

目

履修上の注意
1. 毎回の授業には、必ず辞書を持参すること（英和、和英）。
2. 5回以上欠席した場合は単位を与えない。遅刻・早退は3回で
1回の欠席とみなす。
3. この授業では教科書の前半（Units 1-8）から5つの unit を選
んで使用する。教科書の後半（Units 9-15）は、秋学期の「科
学英語」で使用する。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：単語や表現を辞書で調べ、練習問題を解く。
復習：内容や語彙を確認し、小テストと試験に備える。
教科書
『Science at Hand: Articles from Smithsonian Magazine’s Smart
News / スミソニアンで読む日常の科学』, Keiko Miyamoto 著（金
星堂）
参考書
資料を適宜配布する。
成績評価の方法
期末試験50％, 小テスト30％, 小レポート10％, 授業への参加度
10％
その他
連絡先：最初の講義で示す。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

科学英語（11）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
原

科

授業の概要・到達目標

授業内容

第1回： a. 授
 業概要、授業の進め方、履修上の注意など b.「科学
英語」をどう学ぶか
第2回：Unit 1 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・発音
第3回：Unit 2 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・発音
第4回：Unit 3 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・発音
第5回：Unit 4 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・発音
第6回：Unit 5 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・発音
第7回：Unit 6 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・発音
第8回：Unit 7 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・発音
第9回：Unit 8 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・発音
第10回：Unit 9 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・発音
第11回：Unit 10 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・発音
第12回：Unit 11 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・発音
第13回：Unit 12 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・発音
第14回：a 期末試験・b 解説、総括、今後の指針

履修上の注意

1）この授業は始業時刻と同時に開始しますので、間に合うように
教室に着席してください。理由なく大幅に遅刻した場合は出席
したものとみなしません。
2）授業時数の3分の1を超える欠席（5回以上）は評価の対象と
しません。やむを得ない理由で欠席する場合は許可を得た上で
代替手段で自習し、課題を提出して下さい。
3）読むにせよ書くにせよ、能動的な学習姿勢が求められます。従っ
て、授業に参加する意志がないものと判断した場合、度重なる
警告にも関わらず授業と関係のない行為を継続している場合に
ついては、たとえ教室にいても出席したものとみなしません。

名

科学英語（12）

功

≪授業の概要≫
「科学英語」という授業を通じて身につけたいスキルは、専門文
献や研究論文を自力で正確に読み取れるようになることです。その
ためには、日常生活で使われる単語とは異なった学術用語を知らな
くてはいけませんが、それで終わりというわけにもいきません。１
文１文をを正確に読み取り、背景知識を得て、パラグラフを理解し、
文章全体を把握しなくてはいけません。そのためのトレーニングと
して、短くまとまった難解な理科系の英文を自力で読み解きます。
まずは難しいと感じることから始め、どのような知識をどのように
活用すれば内容を理解できるようになるのかの手ほどきを行います。
≪授業の到達目標≫
1）科学系の英文を自力で正確に理解するためのスキルを身につけ
ること
2）自分の考えを自力で正確に表現するためのスキルを身につける
こと
※農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡ
に対応する科目です。

目

単位数
1単位

担当者
原田

英子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
＜科学の話題を英語で読む＞
この授業では、Nature 誌のウェブサイト Nature News and Comments から記事を抜粋したテキストを用いて、内容と論理展開を正
確に理解する能力を養う。また、科学英語を読む際に必要となる語
彙力の増強を図る。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
2回の授業で1つの章を終わらせることを基準に授業を進めてい
く。必要に応じて、テキストに載っていない記事もしくは関連記事
をクラスで取り上げ、読む時間を設ける。それぞれの章の終わりに
クラスウェブ上で小テストを行う。
授業内容
第1回 a のみ：イントロダクション
第2回：テキスト Unit 1
第3回：テキスト Unit1、小テスト
第4回：テキスト Unit 2
第5回：テキスト Unit 2、小テスト
第6回：テキスト Unit 3
第7回：テキスト Unit 3、小テスト
第8回：テキスト Unit 4
第9回：テキスト Unit 4、小テスト
第10回：テキスト Unit 5
第11回：テキスト Unit 5、小テスト
第12回：関連記事の読解 （1）
第13回：関連記事の読解 （2）
第14回：a まとめ・b 期末試験
※講義内容は必要に応じて変更になる場合がある。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、知らない単語が文章中にあるのは当たり前のこと
であると考え、未知の単語をピックアップしてその意味を調べてお
くこと、その週に扱うユニットに目を通し、分かりそうなところと
難しいところを把握しておくことくらいは最低でも行ってくださ
い。疑問点をいくつか持っておくこと、質問したいことをまとめて
おくことは望ましいことです。
復習としては、記憶が新鮮なうちに新たに得た知識をまとめてお
くこと、CD または音声ファイルを、英文の意味が理解できるよう
になるまで繰り返し聞くこと、英文をすらすら読めるようになるま
で音読すること、授業内容に関連した新聞記事やウェブ記事、専門
書などを読むことが理想的です。

教科書
『English for Scientists』研究社

参考書

未知の英文を読んだり、母語でない言語の文章を書いたりするの
に辞書が必要なのは言うまでもありません。しかしながら、どのよ
うな辞書を用意すればいいか迷っている人も多いことでしょう。ま
ずは、どのような辞書でも良いので、手持ちの辞書を持参し、使っ
てみてください。学習が進む中で手持ちの辞書では役に立たないと
感じることがあるでしょう。その時にこそ、どのような辞書が必要
なのかが見えてくることでしょう。

成績評価の方法

出席率が規定以上であることを前提として、次の観点により評価
します。
授業内課題
20%
コメントペーパー 10%
考察課題
20%
期末試験
50%

その他

授業に関する質問などは授業前後に教室で受けます。また、Oho! Meiji の「ディスカッション」に質問専用のスレッドを用意する他、
質問専用のメールアドレスをお知らせします。

履修上の注意
必ず予習をすること。集中して積極的な態度での授業参加を心が
けること。
毎回必ず辞書を持参すること（英和・和英・英英）
準備学習（予習・復習等）の内容
辞書を活用しながら一通り文章を読むこと。要点を箇条書きにし
て整理しておくことが望ましい。
教科書
Readings in Science（南雲堂）
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
定期試験50%、平常点（授業参加・貢献度、小テスト・課題）
50%
その他
オフィスアワー: 質問がある場合には、授業の前後に申し出る、
もしくはメールをすること（メールアドレスは最初の授業で示す）。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

科学英語（13）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
松井

科

授業内容
第１回：イントロダクション（評価基準などの説明、クラスの進め
方、Mini-presentation の仕方 , 予習の仕方などの説明 ）
Unit 1: 生存を懸けた大航海 （1）
第２回：Unit 1: 生存を懸けた大航海 （2）
（Mini-presentation の構造、Introduction part の大切さ）
第３回：Unit 2: 微生物が開く未知の扉 （1）（Mini-presentation の
Body part の要点）
第４回：Unit 2: 微生物が開く未知の扉 （2）（Mini-presentation の
Conclusion part の要点）
第５回：Unit 5: 流氷がやってくる （1）（Mini-presentation のその
他のコツ 1）
第６回：Unit 5: 流氷がやってくる （2）（Mini-presentation のその
他のコツ 2）
第７回：Unit 6: 列 島 を 襲 う 線 伏 降 水 帯 （1）（Presentation と
Voice）
第８回：Unit 6 列島を襲う線伏降水帯 （2）（Presentation に必要
な Visual Effect 1）
第９回：Unit 9: 海がもたらす再生可能エネルギー （1） （Presentation に必要な Visual Effect 2）
第10回：Unit 9: 海がもたらす再生可能エネルギー （2）（Presentation の Peer Evaluation）
第11回：Unit 13: AI- 最強の碁打ち（Discussion 1）
第12回：Unit 14: Nature Is Our Greatest Teacher（Discussion 2）
第13回：Unit 17: 花粉症を知ったうえでの対策を（Discussion 3）
第14回：a. 期末レポートについて説明
b. まとめと解説
履修上の注意
春学期と秋学期は同じテキストを使用するが、春学期は Unit1,
2, 5, 6, 9, 13, 14, 17、秋学期は Unit 3, 7, 8, 10, 12, 16, 19, 20
を扱う。欠席、遅刻、早退についてはそれぞれ減点をする。
準備学習（予習・復習等）の内容
内容を自分の言葉で説明出来るように準備して授業に望む。各
Unit のトピックはインターネットなどで調べて、深い知識も得ら
れるよう積極的に予習、復習をする。
教科書
Science Stream: 覗いてみよう、科学の世界 by Phillip Rowles 他
著 成美堂 （2022） ISBN978-4-7919-7246-3
参考書
毎回必ず辞書（スマートフォンなどの電子辞書も使用できます）
を持参してください。英語辞書は、ときに英英辞典を使用してみて
ください。
成績評価の方法
期末レポート 40％、
課題、英語ミニ・プレゼンテーション 30%、
授業中の参加＆平常点 30％
その他
授業形態
授業形態については、第1, 3, 5, 9,13, 14 回の合計6回は、教
室における対面授業とし、第2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12回の合計8
回はリアルタイムでの ZOOM によるオンライン授業とする予定で
す。（コロナ感染の発生状況によって変わることもありえるため、
変更がある場合は必ず Oh-Meiji に載せます。）

名

科学英語（14）

恭子

授業の概要・到達目標
◆授業の概要
誰もが共通の話題にできるような科学トピックを英語で読む。明
晰で読みやすい英文である。教科書全体で、動物の生態、環境、エ
ネルギーと自然資源、テクノロジー、身体と健康という５つのセク
ションにエッセイは収録されている。現在を見据え、未来を展望す
るエッセイは知的好奇心を刺激すると思われる。
◆到達目標
内容の正確な理解と科学英語の論理展開を把握する力を養うこと
を第一目標とする。科学の話題について自分のコメントを簡単に英
語で言う、ミニ・プレゼンテーションの練習も加える。意見の裏付
けを得るためのリサーチによって、自分自身の視点で話題に向き合
うことになるであろう。各 Unit のトピックに関して、Agree or
Disagree? Why? についてクラスメイトと意見交換を楽しめるよう
にしていく予定である。

目

単位数
1単位

担当者
中村

啓子

授業の概要・到達目標
< 授業の概要 >
このコースではテキストの中から主に自然科学分野のトピック、
「栄養に関する研究：食のルール」、「医学：パイオニアと英雄たち」、
「科学捜査：科学とフィクション」、「先史時代：オオカミから犬ま
で」に関する英文記事やエッセイを読み読解力の向上を目指します。
これらのテキストを読解しながら、スキミング・スキル、筆者の考
えを裏付ける支持文、要約、物事や出来事の順番や順序の理解、言
葉や例の引用などについて学びます。 また、使用する教科書には
Web 上で視聴できるビデオ映像、音声、さらに練習問題（オンラ
イン・ワークブック）もありますので、五感を使って読解力や語彙
力も強化していきます。
< 授業の到達目標 >
コース終了時には様々な科学分野のアカデミックなテキストの主
旨を理解、必要な情報を見つけ、読解し要約できることを目標とし
ています。また、自分のこれまでに備わった知識やクラスメートと
のディスカッションを通じ、クリティカル・シンキングスキル（批
判的な思考力）を伸ばします。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習教育目標のＡに対応
する科目です。
授業内容
（1） イントロダクション
（2） Chapter 3: Nutrition Studies, Food Rules オンライン授業
（3） Chapter 3: Nutrition Studies, Food Rules オンライン授業
（4） Chapter 3: Nutrition Studies, Food Rules
（5） Chapter 4: Medicine, Pioneers and Heroes オンライン授業
（6） Chapter 4: Medicine, Pioneers and Heroes オンライン授業
（7） Chapter 4: Medicine, Pioneers and Heroes
（8） Chapter 7: Forensics, Science and Fiction オンライン授業
（9） Chapter 7: Forensics, Science and Fiction オンライン授業
（10）Chapter 7: Forensics, Science and Fiction
（11）Chapter 8: Prehistory, From Wolf to Dog
（12） Chapter 8: Prehistory, From Wolf to Dog
（13） Chapter 8: Prehistory, From Wolf to Dog
（14）a: まとめ b: 試験
尚、授業内容や進度は、受講生のニーズなど必要に応じて変更する
可能性があります。
履修上の注意
・「科学英語」はすべて中・上級者用クラスです。
・
「対面授業」の一部に「オンデマンド型のオンライン授業」が組
み込まれています。それぞれの実施日を、このシラバスの「授業
内容」に記していますので注意してください。 録画した内容の
URL は、クラスフェブの「授業内容・資料」に記載します。視
聴する場所について制限はなく、教室に来る必要もありません。
・オンライン授業では「クラスウェブ」の「ディスカッション」機
能などを活用し意見交換の機会を設けます。質問は、同じく「ディ
スカッション」機能でも受け付けます。また、おおよそ毎回の授
業ごとに課題があります。
・ペアワークや、グループワーク、ディスカッションなどの活動に
積極的に参加することが求められます。
準備学習（予習・復習等）の内容
・予習として、テキストに出てくる単語の意味や使い方を確認しテ
キストを読んでください。
・受講後は、オンライン・ワークブック（追加の練習問題）を自律
的に活用し復習してください。
教科書
『Longman Academic Reading Series 3』Judy L. Miler and Robert F. Cohen 著 ,（Pearson）2017年
参考書
・自然と生物をテーマにした TED: https://digitalcast.jp/vc/nature/
・バイオをテーマにした TED: https://digitalcast.jp/vc/biotechnology/（字幕付きのものもあります）
成績評価の方法
試験（小テスト、期末試験）80％、平常点（課題、受講態度）
20%。遅刻（授業開始後３０分までに入室）３回で欠席１回とみなし
ます。授業回数の2/3以上の出席者が評価対象となります。
その他
オフィスアワーは金曜日、12:30-13:10（中央校舎3階講師控室）
です。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

科学英語（15）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
原

科

授業の概要・到達目標

授業内容
第1回： a. 授 業概要、授業の進め方、履修上の注意など b. 科学英語
を理解するポイント
第2回：Unit 1 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・作文
第3回：Unit 2 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・作文
第4回：Unit 3 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・作文
第5回：Unit 4 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・作文
第6回：Unit 5 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・作文
第7回：Unit 6 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・作文
第8回：Unit 7 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・作文
第9回：Unit 8 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・作文
第10回：Unit 9 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・作文
第11回：Unit 10 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・作文
第12回：Unit 11 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・作文
第13回：Unit 12 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・聴解・作文
第14回：a 期末試験・b 解説、総括、今後の指針

履修上の注意
1）この授業は始業時刻と同時に開始しますので、間に合うように教室
に着席してください。理由なく大幅に遅刻した場合は出席したもの
とみなしません。
2）授業時数の3分の1を超える欠席（5回以上）は評価の対象としま
せん。やむを得ない理由で欠席する場合は許可を得た上で代替手段
で自習し、課題を提出して下さい。
3）読むにせよ書くにせよ、能動的な学習姿勢が求められます。従って、
授業に参加する意志がないものと判断した場合、度重なる警告にも
関わらず授業と関係のない行為を継続している場合については、た
とえ教室にいても出席したものとみなしません。

名

科学英語（16）

功

≪授業の概要≫
「科学英語」という授業を通じて身につけたいスキルは、専門文献や
研究論文を自力で正確に読み取れるようになることです。そのためには、
日常生活で使われる単語とは異なった学術用語を知らなくてはいけませ
んが、それで終わりというわけにもいきません。１文１文をを正確に読
み取り、背景知識を得て、パラグラフを理解し、文章全体を把握しなく
てはいけません。そのためのトレーニングとして、短くまとまった難解
な理科系の英文を自力で読み解きます。まずは難しいと感じることから
始め、どのような知識をどのように活用すれば内容を理解できるように
なるのかの手ほどきを行います。
≪授業の到達目標≫
1）科学系の英文を自力で正確に理解するためのスキルを身につけるこ
と
2）自分の考えを自力で正確に表現するためのスキルを身につけること
※農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに対
応する科目です。

目

単位数
1単位

担当者
小嶺

智枝

授業の概要・到達目標
＜科学の話題を英語で読む＞
科学についての様々な話題を扱ったテキストを用いて、内容と論
理展開を正確に理解する能力を養う。また、科学英語を読む際に必
要となる語彙力の増強を図る。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
基本編ではリーディングによる内容理解・練習問題・語彙力アッ
プ、CD や DVD にてリスニング、Writing Expressions では並び替
え問題を行う。応用編ではペアやグループ、ディスカッションを行
う。
授業内容
第１回：オリエンテーション
第２回：Unit 1
第３回：Unit 2
第４回：Unit 3
第５回：Unit 4
第６回：Unit 5
第７回：Unit 6
第８回：Mid-term test / Unit 7
第９回：Unit 8
第10回：Unit 9
第11回：Unit 10
第12回：Unit 11
第13回：Unit 12
第14回：a. まとめ b. 学期末試験
＊講義内容や Unit の順番は必要に応じて変更になる場合がある。

準備学習（予習・復習等）の内容
予習としては、知らない単語が文章中にあるのは当たり前のことであ
ると考え、未知の単語をピックアップしてその意味を調べておくこと、
その週に扱うユニットに目を通し、分かりそうなところと難しいところ
を把握しておくことくらいは最低でも行ってください。疑問点をいくつ
か持っておくこと、質問したいことをまとめておくことは望ましいこと
です。
復習としては、記憶が新鮮なうちに新たに得た知識をまとめておくこ
と、CD または音声ファイルを、英文の意味が理解できるようになるま
で繰り返し聞くこと、英文をすらすら読めるようになるまで音読するこ
と、授業内容に関連した新聞記事やウェブ記事、専門書などを読むこと
が理想的です。

教科書
『Reading Insight
（リーディング・インサイト―科学技術の多様な側面
を考える）
』三修社

参考書
未知の英文を読んだり、母語でない言語の文章を書いたりするのに辞
書が必要なのは言うまでもありません。しかしながら、どのような辞書
を用意すればいいか迷っている人も多いことでしょう。まずは、どのよ
うな辞書でも良いので、手持ちの辞書を持参し、使ってみてください。
学習が進む中で手持ちの辞書では役に立たないと感じることがあるで
しょう。その時にこそ、どのような辞書が必要なのかが見えてくること
でしょう。

履修上の注意
ペアやグループワークを多く取り入れます。積極的な参加が必要
です。
辞書持参。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習、復習を必ず行うこと。
教科書
Y. Nozaki, et al., Science Matters!（Kinseido）

成績評価の方法

参考書
特に定めない。

出席率が規定以上であることを前提として、次の観点により評価しま
す。
授業内課題
20%
コメントペーパー 10%
考察課題
20%
期末試験
50%

成績評価の方法
定期試験50％，平常点（出席、発表、ペア・グループワーク、宿
題、小テストなどを含む）50％の総合評価

その他
授業に関する質問などは授業前後に教室で受けます。また、Oh-o!
Meiji の「ディスカッション」に質問専用のスレッドを用意する他、質
問専用のメールアドレスをお知らせします。

その他
オフィスアワー：月曜日12.30-13.30（２号館１ F 講師控室）
tomoek@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

科学英語（17）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
行田

科

授業内容
第１回 機器の使用方法，教材の入手方法と予習の進め方，単位認
定等についての詳しい説明，小テスト
第２回〜第1３回 テキストの精読・小テスト
第1４回 まとめ
授業内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意
第１回目は単なるイントロダクションではないので，履修を迷っ
ている場合でも必ず出席すること。
毎回出席することは「当然の義務」であるから，欠席・遅刻・早
退についてはそれぞれ大幅に減点をする。
皆勤とは無縁の学生にはお勧めしない。
課題未提出の場合には、大幅に減点する。
理由のいかんにかかわらず提出期限を過ぎたものや形式等に不備
があるものは無効となる。
また、指示に従わず内容が不十分な場合にも評価対象外となるこ
とがある。

名

科学英語（18）

勇

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
Linguistic Science（言語科学）に関する英語文献を精読する。
受講者は指定された箇所を全訳したものを用意し発表する。
授業中の既習事項については毎回小テストを行い理解度の確認を
する。
《到達目標》
Linguistic Science（言語科学）に関する英語文献の読み方を習得
することを第一の目標とする。
将来的に Biolinguistics（統語論の進化論的及び生物学的ルーツの
解明を目標とした研究）の専門書を読めるようになる準備をする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに対
応する科目である。

目

単位数
1単位

担当者
原田

英子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
＜科学の話題を英語で読む＞
この授業では、科学についての様々な話題を扱ったテキストを用
いて、内容と論理展開を正確に理解する能力を養う。また、科学英
語を読む際に必要となる語彙力の増強を図る。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
春学期と同じテキストを使用する。正確にどの章から始まるかは
初回の授業内で説明する。1回の授業で1つの章を終わらせること
を基準に授業を進めていく。必要に応じて、テキストに載っていな
い記事もしくは関連記事をクラスで取り上げ、読む時間を設けるこ
とがある。それぞれの章の終わりにクラスウェブ上で小テストを行
う。
授業内容
第1回 a のみ：イントロダクション
第2回：テキスト Unit 13、小テスト
第3回：テキスト Unit 14、小テスト
第4回：テキスト Unit 15、小テスト
第5回：テキスト Unit 16、小テスト
第6回：テキスト Unit 17、小テスト
第7回：テキスト Unit 18、小テスト
第8回：テキスト Unit 19、小テスト
第9回：テキスト Unit 20、小テスト
第10回：テキスト Unit 21、小テスト
第11回：テキスト Unit 22、小テスト
第12回：テキスト Unit 23、小テスト
第13回：テキスト Unit 24、小テスト
第14回：a まとめ・b まとめテスト
※講義内容は必要に応じて変更になる場合がある。

準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ配布された英文資料を全訳し、毎回授業前に提出する。
準備にかなりの時間を要することを覚悟すること。
教科書
特に定めない。
英文資料の入手方法については第１回の授業で説明する。
欠席した場合には第２回以降の授業に参加できないなど支障をき
たすことがあるので注意すること。
参考書
Biological Foundations and Origin of Syntax
著者 Derek Bickerton and Eörs Szathmáry
出版社 The MIT Press
https://mitpress.mit.edu/books/biological-foundations-and-originsyntax
入手方法については第１回の授業で説明する。
成績評価の方法
毎回の小テスト50％，平常点（提出物・授業中の発表等）50％の
総合評価である。
授業回数の3分の2以上に参加していない者は成績評価の対象か
ら外す。
評点算出方法等については第１回の授業で詳細に説明する。
その他
オフィスアワーと連絡方法は授業中に指示する。

履修上の注意
必ず予習をすること。集中して積極的な態度での授業参加を心が
けること。
毎回必ず辞書を持参すること（英和・和英・英英）
準備学習（予習・復習等）の内容
辞書を活用しながら一通り文章を読むこと。要点を箇条書きにし
ておくことが望ましい。
教科書
Science Insight（成美堂）
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
定期試験50%、平常点（授業参加・貢献度、小テスト・課題）
50%
その他
オフィスアワー: 質問がある場合には、授業の前後に申し出る、
もしくはメールをすること（メールアドレスは最初の授業で示す）。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

科学英語（19）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
宮川

科

授業内容
第１回：a. Introduction
（syllabus，評価基準などの説明、以下のス
ケジュールはコースの途中で変更されることがあります）
b. テキストの構成と授業の進め方などの説明
第２回：Unit 2: Memory「記憶の仕組み」
第３回：Unit 2: Listening, Writing ＆ Discussion（オンライン）
第４回：Unit 4: Smells Like Trouble「嗅覚とその影響」
第５回：Unit 4: Listening, Writing ＆ Discussion（オンライン）
第６回：Unit 6: Seven Sisters「巨大な白亜の崖」
第７回：Unit 6: Listening, Writing ＆ Discussion（オンライン）
第８回：Unit 8: Denizens of Antarctica「南極の環境」
第９回：Unit 8: Listening, Writing ＆ Discussion（オンライン）
第10回：Unit 12: One-celled Wonder「イースト菌の力」
第11回：Unit 12: Listening, Writing ＆ Discussion（オンライン）
第12回：Unit 14: Wind Power「風力発電」
第13回：Unit 14: Listening, Writing ＆ Discussion（オンライン）
第14回：a. 期末テスト
b. まとめと今後の学習
履修上の注意
春学期と秋学期に同じテキストを使用しますが、それぞれ違う章
を読みます。
準備学習（予習・復習等）の内容
テキストを読んで訳を書いてくるという単純な予習では不十分で
す。特に日本語訳を書いてくるのはお勧めしません。余白にメモを
取り、読みながら理解する練習をします。クラスでは担当部分（３
−４行程度）を読んだらその場で再度理解し、自分の言葉で説明す
ることが必要です。書いてきた日本語を読む時間にはしないように
気をつけましょう。内容や詳細を自分の言葉で説明出来るように準
備して授業に望んでください。また興味のあるトピックは積極的に
巻末の Additional Reading やインターネットの関連する英語の記事
を読んでみましょう。科学英語には辞書に載っていない用語もあり
ます。予習の段階でインターネットなどを使って調べておきましょ
う。
教科書
Science Square「科学の愉しみ」（2009，成美堂）
参考書
毎回必ず和英・英和辞書を持参すること。英英辞典は Paraphrasing「言い換え」の練習になるので是非活用して欲しいです。また、
テキストに関連したインターネットサイトなどを見て，楽しみなが
ら自主的に学習を続けましょう。
成績評価の方法
授業中の参加と課題提出40%，各種テスト（小テスト，期末テス
ト等）60％をもとに総合的に評価します。また欠席が1/3を超え
た場合は評価の対象としないので要注意。詳しくは第一回目の授業
で説明します。
その他
オフィス・アワー： 火曜12:30-13 :20 （中央棟３ F 講師控室）

名

科学英語（20）

敬子

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標》
メディアで話題となる様々な科学のテーマを英語で読みながら、
科学分野の文章構成や語彙に慣れ、英語の論理的な説明文を、日本
語を読むように理解を積み重ねて全体の趣旨を把握することを目標
に学習します。主にリーディングの技能を学びますが、同時にリス
ニング、ライティング、スピーキングも含み４技能を学びます。
《授業の概要》
テキストは生物、地質学、環境、エネルギー、宇宙開発などのテー
マを含む全15章で構成されており、秋学期は主に偶数の章を扱いま
す。（春学期は主に奇数の章を扱います。）

目

単位数
1単位

担当者
熊田

和典

授業の概要・到達目標
この授業では，科学の知識と情報の普及を目指して発行されてい
る週刊科学雑誌 Science News の記事を精読する。科学の現場を伝え
る Science News の記事は，読み応えがあり，扱われているテーマは
多岐にわたる。本授業では，テキストの後半部分を精読する。さら
に練習問題にも取り組み，精読した英文のさらなる理解や科学英語
の語彙の習得に努める。英語で書かれた科学に関する文章を理解す
るとともに，科学英語の語彙を身につけ，科学分野の英語の読解力
を養うことを到達目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第 1回 Introduction（授業の内容，英語の学習の仕方 , 成績評価の
基準などの説明）
第 2回 Unit 7 Pothole Pals（アリがエサを巣に持ち帰るため
に）：長文精読
第 3回 Unit 7 Pothole Pals（アリがエサを巣に持ち帰るため
に）：練習問題
第 4回 Unit 9 Why So Dry?（干ばつの新たな原因）：長文精読
第 5回 Unit 9 Why So Dry?（干ばつの新たな原因）：練習問題
第 6回 Unit 11 Low Life（南極海で新たに発見された生物）：長
文精読
第 7回 Unit 11 Low Life（南極海で新たに発見された生物）：練
習問題
第 8回 Unit 12 In the Zone（太陽系外で発見された地球に似た惑
星）：長文精読
第 9回 Unit 12 In the Zone（太陽系外で発見された地球に似た惑
星）：練習問題
第10回 Unit 13 Ancient Extract（ティラノサウルスのタンパク質
からわかること）：長文精読
第11回 Unit 13 Ancient Extract（ティラノサウルスのタンパク質
からわかること）：練習問題
第12回 Unit 15 New Black（ナノスケール素材のフィラメント）：
長文精読
第13回 Unit 15 New Black（ナノスケール素材のフィラメント）：
練習問題
第14回 重要な文法事項，補足事項の説明 , 補足
第15回 定期試験と解説
＊講義内容，進度は必要に応じて変更することがある。
履修上の注意
英語力の向上を目指して , 授業に積極的に参加すること。授業時
の質問は歓迎する。
辞書を必ず携行すること。（電子辞書可。ただし , スマートフォン
など辞書以外の機器に付随したものは不可。）
遅刻厳禁。病欠などの突発的事情を除き , 無断欠席をしないこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習に関しては , 教科書の次回講読する箇所を読んで全体の内容
の理解に努めること。その際に , わからない部分を明確にし , その
部分を辞書で調べておくこと。その他の練習問題においては , 練習
問題のタイプによって何を身につけるかを意識して解答を用意する
こと。復習としては , できなかったところを重点的にもう一度教科
書の該当箇所を読む , あるいは解いてみること。
教科書
『Science Speaks』
（Kevin Cleary, 松本和子，野崎嘉信）（金星堂）
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
定期試験（70％）と小テスト（単語テスト）（30％）で総合的に
評価する。小テストは数回実施する予定である。
その他
オフィスアワー：火曜日
舎3階講師控室）
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10:40～17:10の授業外の時間（中央校

科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

科学英語（21）

科目ナンバー：(AG)LAN211M

単位数

担当者

科

1単位

樋渡さゆり

授業の概要・到達目標
科学英語（２１）
「英語で読む自然科学史」
≪授業の概要≫
テキストは上級レベル . 本年度春学期の科学英語 （7） から継続
し，ブロノウスキーの自然科学史（BBC）から、産業革命期を取り
上げる“The Drive for Power”から、進化論を取り上げる“The
Ladder of Creation”の章にかけて精読する . 自然科学史を文化史的
な広い視野から学び，今日の私たちの生活・文化について再考する .
予習に基づいた積極的な参加が求められる . 毎回，授業後に授業内
容にかかわる課題を提出してもらう .
≪到達目標≫
長文の論説文を正確に読む技術の習得と，そのために効果的な学
習方法を身につけること，そして自然科学史や歴史の基礎的な知識
を身につけ，そのヴォキャブラリーになじむことが到達目標である .
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに対
応する .
授業内容
履修者の発表をもとにしてテキストを精読する . 毎回，小課題を提
出 . クラスウェブを補助的に使用 .
“The Drive for Power ”の章のつづき
第１回：a のみ：イントロダクション
第２回：テキスト講読 The driving factory
第３回：The new preoccupation: energy （1）
第４回：同上 （2）
第５回：The cornucopia of invention （1）
第６回：同上 （2）
第７回：The unity of nature（1）
第８回：同上 （2）/ 復習
“The Ladder of Creation”の章
第９回：The Naturalists（1）
第10回：同上 （2）
第11回：Charles Darwin （1）
第12回：同上 （2）
第13回：Alfred Wallace／まとめ
第14回：a: まとめ／b: 期末定期試験
履修上の注意
本年度春学期の科学英語 （7） の続きを読む . テキストは上級レ
ベル（TOEIC 600点以上）.
資料掲示や課題提出、連絡等に Oh-o!Meiji のクラスウェブを使用
するため、早めに「仮登録」をしてください．
科学英語は全学年を対象として開講されている選択必修科目であ
り、すべて中級・上級レベルです．そのため、英語Ⅰ「総合英語」
の授業で辞書についてなど必要事項を学んでいるという前提で授業
を進めます．研究活動に備えて、学習習慣の見直しをするつもりで
授業に臨んでください．
準備学習（予習・復習等）の内容
準備学習として、段階的・発展的に指示されたポイントに焦点を
絞り，辞書をよくひき，テキストを正確に読み取る努力をして毎回
受講のこと . 受講後には内容をふりかえり、文法事項等の理解を深
める .
教科書
『The Ascent of Man』Jacob Bronowski.（金星堂）
参考書
『プログレッシブ英和中辞典』（小学館）
『リーダーズ英和辞典』（研究社）
成績評価の方法
授業実施回数の２ / ３以上に出席している履修者を評価対象とし
ます . 評価対象外の場合は「T」となります .
対面授業の場合、教室での授業に参加し、かつ提出課題を提出・
受理されることで初めて「出席」と見做されます .
定期期末試験60％，平常点（出席状況，課題提出など）40％で評
価.
その他
質問は随時受けるがオフィスアワーは以下のとおり：
研究室（３号館４階）詳細はクラスウェブに掲示 .
連絡にはクラスウェブを利用します .

英語第 I

目

名

科学英語（22）

単位数
1単位

担当者
貝塚

泰幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
私たちは科学に関する日本語の表現や言い回しを幼い頃より耳に
しており、慣れ親しんでいる。しかし科学に関する英語の表現や言
い回しとなると、それらを読み聞きする機会が極端に少ないため、
基礎的な内容でさえも英語で表現することは難しい。そこで科学に
関する様々なトピックの英文を読み、英語による科学分野における
表現や言い回しを基礎から学んでいく。
《授業の到達目標》
様々な科学分野の英文を読み、科学に関する英語表現に慣れ親し
み、基本的な表現を習得することを目標とする。また英文の精読を
通して読解力と語彙力を向上させ、さらに批判的な視点からテキス
トを読み、学生が独自の意見を形成できるようになることを目的と
する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回：イントロダクション
a. 授業の進め方と成績評価の方法に関する説明
b. Introduction
第２回：1. What Is Spice?
第３回：2. Aggression
第４回：3. Water
第５回：6. What Is Beer?
第６回：7. Satellites
第７回：8. Radioactivity
第８回：11. Synthetic Chemicals
第９回：12. Herbs and Diet Supplements
第10回：13. Clean Air
第11回：15. Mad Cows or Mad People?
第12回：16. Miracle Selenium
第13回：18. Photosynthesis
第14回： a. まとめ
b. 期末試験
＊授業内容は進度などに応じて内容は変更される場合がある。
履修上の注意
学生は積極的な授業参加が求められる。学生はテキストを熟読し、
特に科学分野に関する英語表現については対応する正確な日本語に
よる表現を調べておくこと。また毎回の授業には辞書（電子辞書・
紙媒体のもの共に可）を持参すること。携帯電話やスマートフォン
を辞書として用いることは認めない。
準備学習が不十分であった場合や、授業への参加態度が不適切な
場合（私語やスマートフォンの使用など）には成績より減点する。
全日程の３分の１以上欠席した者は、原則として成績評価対象外
とする。
遅刻・早退は３回で１回分の欠席とみなし、授業開始後３０分以上
遅れて来た者、教科書を持ってこなかった者も欠席扱いとする。
また、この授業にはオンラインのみで実施する授業回がある。オ
ンライン授業は Zoom を利用したリアルタイム配信型あるいは Oho! Meiji で授業動画を配信するオンデマンド型 で行う。
準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ予定された範囲の本文を熟読し、意味のわからない単
語については授業までに必ず調べ、おおよその内容を把握した上で
授業に臨むこと。また特に難解な箇所や理解できない点に関しては
学生全体で共有し議論するため指摘できるようにしておくこと。
教科書
Frederick M. Kish,『身近なサイエンス』、（鷹書房弓プレス）
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
定期試験70%
授業への貢献度30%（予習、授業内の質疑応答、授業内の発言・
小テストなど。遅刻・欠席は成績に加味する。）
その他
授業内容に関する質問等はフィードバック・シートおよび授業の
前後に受け付ける。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

科学英語（23）

科目ナンバー：(AG)LAN211M

単位数

担当者

科

1単位

リサ, ヴォート

授業の概要・到達目標
The area explored in this course will be the United Nation’s
Sustainable Development Goals with an emphasis on scientific applications. SDGs is a historic declaration ratified by 193 UN Member States outlining global goals and targets from 2016 to 2030.
Your learning objectives for this course should be that by the end
of the semester you should:（a）have become familiar with the
broad contours of SDGs;（b）understand, appreciate, and assimilate
information having to do with paths towards global prosperity, human well-being, and a healthy planet;（c）have increased your vocabulary, and（d）have expanded your worldview.
授業内容
第１回：Overview of SDGS
第２回：Student Introductions
第３回：Group Assignments
第４回：Sustainable Cities and Communities
第５回：Responsible Consumption and Production
第６回：Climate Action
第７回：Life Below Water
第８回：Life On Land
第９回：Peace, Justice and Strong Institutions
第10回：Partnerships for the Goals
第11回：Student Presentations
第12回：Student Presentations
第13回：Student Presentations
第14回：Grand Review: Bring it all together
履修上の注意
Students（in groups）will be required to give a brilliant presentation in English.
準備学習（予習・復習等）の内容
A willingness to be proactive and responsible is essential.
教科書
None.
参考書

成績評価の方法
Weekly Review（20%）,Presentation（50%）,Report（30%）.
その他
Office Hours: You are welcome to drop by anytime. My official
office hours are 12:30-14:30 on Tuesday, Wednesday, and Thursday,
by appointment. If you’re an early bird, I am usually in my office
between 7:00 a.m. and 8:30 a.m., too. I am in Building 3, Room
315.

目

名

科学英語（24）

単位数

担当者

1単位

中村美帆子

授業の概要・到達目標
「科学の話題について英語で読み、考える」
《授業の概要》
科学関連の記事の講読を通じて、リーディング能力を高める。
科学関連の話題をまとめた教科書と、その他の新聞・雑誌記事を使
用する。教科書から5つのテーマを選び、次の3つの手順で学習す
る。
1. 教科書掲載の記事を読み、単語や表現を確認しつつ、内容を把
握する。
2. 関連するテーマを扱った新聞・雑誌記事を読む。
3. 自分の意見や調べたことについて英語でまとめ、小レポートと
して提出する。
その他、映像資料等も適宜取り入れる。
《到達目標》
1. 科学関連の記事を英語で読み、リーディング能力を高める。
2. 専門的な語彙や表現を習得する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習教育目標のＡに対応
する科目である。
授業内容
第1回：イントロダクション
第2回：Unit 9 Children Are Susceptible to Robot Peer Pressure
第3回：新聞・雑誌記事講読 1
第4回：Unit 10 British Doctors May Soon Prescribe Art, Music,
Dance, Singing Lessons
第5回：新聞・雑誌記事講読 2
第6回：小テスト1, まとめ
第7回：Unit 11 This Remote Control Vest Trains Rescue Dogs
Using Flashlights
第8回：新聞・雑誌記事講読 3
第9回：Unit 12 Sans Forgetica Is the Typeface You Won’t Forget
第10回：新聞・雑誌記事講読 4
第11回：小テスト2, まとめ
第12回：Unit 13 How Fish Farms Can Use Facial Recognition to
Survey Sick Salmon
第13回：新聞・雑誌記事講読 5
第14回：a. 試験 , b. まとめ
履修上の注意
1. 毎回の授業には、必ず辞書を持参すること（英和、和英）。
2. 5回以上欠席した場合は単位を与えない。遅刻・早退は3回で
1回の欠席とみなす。
3. この授業では教科書の後半（Units 9-15）から5つの unit を選
んで使用する。教科書の前半（Units 1-8）は、春学期の「科
学英語」で使用する。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：単語や表現を辞書で調べ、練習問題を解く。
復習：内容や語彙を確認し、小テストと試験に備える。
教科書
『Science at Hand: Articles from Smithsonian Magazine’s Smart
News / スミソニアンで読む日常の科学』, Keiko Miyamoto 著（金
星堂）
参考書
資料を適宜配布する。
成績評価の方法
期末試験50％, 小テスト30％, 小レポート10％, 授業への参加度
10％
その他
連絡先：最初の講義で示す。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

科学英語（25）

科目ナンバー：(AG)LAN211M

単位数
1単位

担当者
原

科

授業の概要・到達目標

授業内容

第1回：a. 授
 業概要、授業の進め方、履修上の注意など
語に必要なスキル
第2回：Unit 1 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・作文
第3回：Unit 2 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・作文
第4回：Unit 3 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・作文
第5回：Unit 4 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・作文
第6回：Unit 5 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・作文
第7回：Unit 6 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・作文
第8回：Unit 7 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・作文
第9回：Unit 8 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・作文
第10回：Unit 9 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・作文
第11回：Unit 10 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・作文
第12回：Unit 11 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・作文
第13回：Unit 12 a. 英文読解・情報整理 b. 文法・作文
第14回：a 期末試験・b 解説、総括、今後の指針

b. 科学英

履修上の注意

1）この授業は始業時刻と同時に開始しますので、間に合うように
教室に着席してください。理由なく大幅に遅刻した場合は出席
したものとみなしません。
2）授業時数の3分の1を超える欠席（5回以上）は評価の対象と
しません。やむを得ない理由で欠席する場合は許可を得た上で
代替手段で自習し、課題を提出して下さい。
3）読むにせよ書くにせよ、能動的な学習姿勢が求められます。従っ
て、授業に参加する意志がないものと判断した場合、度重なる
警告にも関わらず授業と関係のない行為を継続している場合に
ついては、たとえ教室にいても出席したものとみなしません。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、知らない単語が文章中にあるのは当たり前のこと
であると考え、未知の単語をピックアップしてその意味を調べてお
くこと、その週に扱うユニットに目を通し、分かりそうなところと
難しいところを把握しておくことくらいは最低でも行ってくださ
い。疑問点をいくつか持っておくこと、質問したいことをまとめて
おくことは望ましいことです。
復習としては、記憶が新鮮なうちに新たに得た知識をまとめてお
くこと、CD または音声ファイルを、英文の意味が理解できるよう
になるまで繰り返し聞くこと、英文をすらすら読めるようになるま
で音読すること、授業内容に関連した新聞記事やウェブ記事、専門
書などを読むことが理想的です。

教科書

『What Makes Us Healthy?（健康とより良き生活のための16章）
』
音羽書房鶴見書店

参考書

未知の英文を読んだり、母語でない言語の文章を書いたりするの
に辞書が必要なのは言うまでもありません。しかしながら、どのよ
うな辞書を用意すればいいか迷っている人も多いことでしょう。ま
ずは、どのような辞書でも良いので、手持ちの辞書を持参し、使っ
てみてください。学習が進む中で手持ちの辞書では役に立たないと
感じることがあるでしょう。その時にこそ、どのような辞書が必要
なのかが見えてくることでしょう。

成績評価の方法

出席率が規定以上であることを前提として、次の観点により評価
します。
授業内課題
20%
コメントペーパー 10%
考察課題
20%
期末試験
50%

その他

授業に関する質問などは授業前後に教室で受けます。また、Oho! Meiji の「ディスカッション」に質問専用のスレッドを用意する他、
質問専用のメールアドレスをお知らせします。

名

科学英語（26）

功

≪授業の概要≫
「科学英語」という授業を通じて身につけたいスキルは、専門文
献や研究論文を自力で正確に読み取れるようになることです。その
ためには、日常生活で使われる単語とは異なった学術用語を知らな
くてはいけませんが、それで終わりというわけにもいきません。１
文１文をを正確に読み取り、背景知識を得て、パラグラフを理解し、
文章全体を把握しなくてはいけません。そのためのトレーニングと
して、短くまとまった難解な理科系の英文を自力で読み解きます。
まずは難しいと感じることから始め、どのような知識をどのように
活用すれば内容を理解できるようになるのかの手ほどきを行います。
≪授業の到達目標≫
1）科学系の英文を自力で正確に理解するためのスキルを身につけ
ること
2）自分の考えを自力で正確に表現するためのスキルを身につける
こと
※農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡ
に対応する科目です。

目

単位数
1単位

担当者
原田

英子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
＜科学の話題を英語で読む＞
この授業では、Nature 誌のウェブサイト Nature News and Comments から記事を抜粋したテキストを用いて、内容と論理展開を正
確に理解する能力を養う。また、科学英語を読む際に必要となる語
彙力の増強を図る。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
2回の授業で1つの章を終わらせることを基準に授業を進めてい
く。必要に応じて、テキストに載っていない記事もしくは関連記事
をクラスで取り上げ、読む時間を設ける。それぞれの章の終わりに
クラスウェブ上で小テストを行う。
授業内容
第1回 a のみ：イントロダクション
第2回：テキスト Unit 6
第3回：テキスト Unit6、小テスト
第4回：テキスト Unit 7
第5回：テキスト Unit 7、小テスト
第6回：テキスト Unit 8
第7回：テキスト Unit 8、小テスト
第8回：テキスト Unit 9
第9回：テキスト Unit 9、小テスト
第10回：テキスト Unit 10
第11回：テキスト Unit 10、小テスト
第12回：関連記事の読解 （1）
第13回：関連記事の読解 （2）
第14回：a まとめ・b 期末試験
※講義内容は必要に応じて変更になる場合がある。

履修上の注意
必ず予習をすること。集中して積極的な態度での授業参加を心が
けること。
毎回必ず辞書を持参すること（英和・和英・英英）
準備学習（予習・復習等）の内容
辞書を活用しながら一通り文章を読むこと。要点を箇条書きにし
て整理しておくことが望ましい。
教科書
Readings in Science（南雲堂）
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
定期試験50%、平常点（授業参加・貢献度、小テスト・課題）
50%
その他
オフィスアワー: 質問がある場合には、授業の前後に申し出る、
もしくはメールをすること（メールアドレスは最初の授業で示す）。
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科目ナンバー：(AG)LAN211M
科

目

名

科学英語（27）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN211M
担当者
松井

科

授業内容
第１回：イントロダクション（評価基準などの説明、クラスの進め
方、Mini-presentation 仕方 , 予習の仕方などの説明 ）
Unit 3: The Last Moment Matters: Behind the Survival
Race （1）
第２回：Unit 3: The Last Moment Matters: Behind the Survival
Race （2）
（Mini-presentation の構造、Introduction part の大切さ）
第３回：Unit 7: Pollution Solution: Breathe in the Air （1）（Minipresentation の Body part の要点）
第４回：Unit 7: Pollution Solution: Breathe in the Air （2）（Minipresentation の Conclusion part の要点）
第５回：Unit 8: Natural Hazards: Turning Up the Heat （1）（Minipresentation のその他のコツ 1）
第６回：Unit 8: Natural Hazards: Turning Up the Heat （2）（Minipresentation のその他のコツ 2）
第７回：Unit 10: Underground Source of Energy （1）（Presentation
と Voice）
第８回：Unit 10: Underground Source of Energy （2）（Presentation
に必要な Visual Effect 1）
第９回：Unit 12: Ensuring Marine Resources: Creating No-Take
Zones （1） （Presentation に必要な Visual Effect 2）
第10回：Unit 12: Ensuring Marine Resources: Creating No-Take
Zones （2）（Presentation の Peer Evaluation）
第11回：Unit 16: Intelligence Driving Our Future: Changes in Personal Mobility（Discussion 1）
第12回：Unit 19: Stem Cell Heaven or Hell: Judgement Day for
New Research（Discussion 2）
第13回：Unit 20 : 4th Dimension of Insects: Dirty, dangerous, destructive … and Delicious!（Discussion 3）
第14回：a. 期末テスト
b. まとめと解説
履修上の注意
春学期と秋学期は同じテキストを使用するが、春学期は Unit1,
2, 5, 6, 9, 13, 14, 17、秋学期は Unit 3, 7, 8, 10, 12, 16, 19, 20
を扱う。欠席、遅刻、早退についてはそれぞれ減点をする。
準備学習（予習・復習等）の内容
内容を自分の言葉で説明出来るように準備して授業に望む。各
Unit のトピックはインターネットなどで調べて、深い知識も得ら
れるよう積極的に予習、復習をする。
教科書
Science Stream: 覗いてみよう、科学の世界 by Phillip Rowles 他
著 成美堂 （2022） ISBN978-4-7919-7246-3
参考書
毎回必ず辞書は持参すること。スマートフォンなどの電子辞書も
使用できます。英語辞書は、ときに英英辞典を使用してみてくださ
い。
成績評価の方法
期末テスト40％、
課題、英語ミニ・プレゼンテーション30%、
授業中の参加＆平常点 30％
その他
授業形態
授業形態については、第1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 回の合計
8 回は、教室における対面授業とし、第2, 4, 6, 9, 10, 12回の合
計6 回はリアルタイムでの ZOOM によるオンライン授業とする予
定です。（コロナ感染の発生状況によって変わることもありえます
ため、変更があった場合は Oh-Meiji に載せます。）
オフィス・アワーと連絡方法は授業中に指示する。

名

科学英語（28）

恭子

授業の概要・到達目標
◆授業の概要
誰もが共通の話題にできるような科学トピックを英語で読む。明
晰で読みやすい英文である。教科書全体で、動物の生態、環境、エ
ネルギーと自然資源、テクノロジー、身体と健康という５つのセク
ションにエッセイは収録されている。現在を見据え、未来を展望す
るエッセイは知的好奇心を刺激すると思われる。
◆到達目標
内容の正確な理解と科学英語の論理展開を把握する力を養うこと
を第一目標とする。科学の話題について自分のコメントを簡単に英
語で言う、ミニ・プレゼンテーションの練習も加える。意見の裏付
けを得るためのリサーチによって、自分自身の視点で話題に向き合
うことになるであろう。各 Unit のトピックに関して、Agree or
Disagree? Why? についてクラスメイトと意見交換を楽しめるよう
にしていく予定である。

目

単位数
1単位

担当者
中村

啓子

授業の概要・到達目標
< 授業の概要 >
このコースではテキストの中から主に自然科学分野のトピック、
「動物」、「環境」、「健康とフィットネス」、「発見と発明」に関する
英文記事やエッセイを読み読解力の向上を目指します。リーディン
グが中心ですが、テキストに関連の映像や音声も活用し、リスニン
グの練習や、科学関連の文書の読解に必要な語彙も強化していきま
す。また、関連するトピックについてペア、またはグループでディ
スカッションして理解を深めます。
< 授業の到達目標 >
様々な自然科学分野にわたるアカデミックなテキストの主旨を理
解し、必要な情報を読み取り、要約できることを目標としています。
また、これまでに備わった知識と、クラスメートとの意見交換を通
して、クリティカル・シンキングスキル（批判的な思考力）を伸ば
します。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習教育目標のＡに対応
する科目です。
授業内容
（1） イントロダクション（シラバスの説明、クラスルールズ、自己
紹介など）
（2） Unit 1: Animals, Watch and Listen オンライン授業
（3） Unit 1: Animals, Reading 1
（4） Unit 1: Animals, Reading 2 オンライン授業
（5） Unit 2: The environment, Watch and Listen
（6） Unit 2: The environment, Reading 1 オンライン授業
（7） Unit 2: The environment, Reading 2
（8） Unit 5: Health and fitness, Watch and Listen オンライン授業
（9） Unit 5: Health and fitness, Reading 1
（10） Unit 5: Health and fitness, Reading 2 オンライン授業
（11） Unit 6: Discovery and invention, Watch and Listen
（12） Unit 6: Discovery and invention, Reading 1 オンライン授業
（13） Unit 6: Discovery and invention, Reading 2
（14） a：まとめ b：試験
尚、授業内容や進度は、受講生のニーズなど必要に応じて変更する
可能性があります。
履修上の注意
・「科学英語」はすべて中・上級者用クラスです。
・
「対面授業」の一部に「オンデマンド型のオンライン授業」が組
み込まれています。それぞれの実施日を、このシラバスの「授業
内容」に記していますので注意してください。 録画した内容の
URL は、クラスフェブの「授業内容・資料」に記載します。視
聴する場所について制限はなく、教室に来る必要もありません。
・オンライン授業では「クラスウェブ」の「ディスカッション」機
能などを活用し意見交換の機会を設けます。質問は、同じく「ディ
スカッション」機能でも受け付けます。また、おおよそ毎回の授
業ごとに課題があります。
・ペアワークや、グループワーク、ディスカッションなどの活動に
積極的に参加することが求められます。
準備学習（予習・復習等）の内容
・予習では、テキストに出てくる単語の意味や使い方を確認しテキ
ストを読んでください。
・受講後は、オンライン・ワークブック（追加の練習問題）を自律
的に活用し復習してください。
教科書
『Unlock Reading, Writing & Critical Thinking, Level 3』 2nd
Edition, Carolyn Westbrook and Lida Baker with Chris Sowton 著 ,
（Cambridge University Press） 2019年（第三版を購入のこと）
参考書
・自 然と生物をテーマにした TED: https://digitalcast.jp/vc/nature/
・バイオをテーマにした TED:https://digitalcast.jp/vc/biotechnology/ （字幕付きのものもあります）
成績評価の方法
試験（小テスト、期末テスト）80％、平常点（課題、受講態度）
20%。遅刻（授業開始後３０分までに入室）３回で欠席１回とみなし
ます。授業回数の2/3以上の出席者が評価対象となります。
その他
オフィスアワーは金曜日、12:30-13:10（中央校舎3階講師控室）
です。
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科目ナンバー：(AG)LAN212E
科

目

名

英語コミュニケーション
（1）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN212E
担当者
小嶺

科

目

名

英語コミュニケーション
（2）

智枝

単位数
1単位

担当者
小嶺

智枝

授業の概要・到達目標
This class（Class A）is designed to help students engage in English for events with an academic purpose.
Students will learn how to make speeches in international presentations, participate in discussions of social, political and economic
issues in the international community.
・Learn basic rules of presentation.
・Improve knowledge and use of vocabulary and expressions.
・Learn to conduct research effectively.
・Learn to make public speeches effectively.
・Encourage team learning.
*Class A and Class B are given in combination.

授業の概要・到達目標
This class（Class B）is designed to help students engage in English for events with an academic purpose.
Students will learn how to make speeches in international presentations, participate in discussions of social, political and economic
issues in the international community.
・Learn basic rules of presentation.
・Improve knowledge and use of vocabulary and expressions.
・Learn to conduct research effectively.
・Learn to make public speeches effectively.
・Encourage team learning.
*Class A and Class B are given in combination.

授業内容
1）Course Guidance & What is presentation?
2）Basic Knowledge-1
3）Basic Knowledge-2/Part II-Type 1-1
4）Part II-Type 1-2
5）Part II-Type 1-3
6）Part II-Type 3-1
7）Part II-Type 3-2
8）Part II-Type 3-3
9）Part III-Type 5-1
10）Part III-Type 5-2
11）Part III-Type 5-3
12）Part III-Type 7-1
13）Part III-Type 7-2
14）Final Presentation & Review
*Order and content of units may vary.

授業内容
1）Course Guidance & What is presentation?
2）Basic Knowledge-1
3）Basic Knowledge-2/Part II-Type 2-1
4）Part II-Type 2-2
5）Part II-Type 2-3
6）Part II-Type 4-1
7）Part II-Type 4-2
8）Part II-Type 4-3
9）Part III-Type 6-1
10）Part III-Type 6-2
11）Part III-Type 6-3
12）Part III-Type 8-1
13）Part III-Type 8-2
14）Final Presentation & Review
*Order and content of units may vary.

履修上の注意
Students are required to be active and ready to speak out in
class.

履修上の注意
Students are required to be active and ready to speak out in
class.

準備学習（予習・復習等）の内容
Students are required to prepare for each class.

準備学習（予習・復習等）の内容
Students are required to prepare for each class.

教科書
Winning Presentations（Seibido）

教科書
Winning Presentations（Seibido）

参考書
N/A

参考書
N/A

成績評価の方法
Attendance and class activities 50%
Presentations 50%

成績評価の方法
Attendance and class activities 50%
Presentations 50%

その他
tomoek@meiji.ac.jp

その他
tomoek@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)LAN212E
科

目

名

英語コミュニケーション
（3）

科目ナンバー：(AG)LAN212E

単位数

担当者

科

1単位

リサ, ヴォート

授業の概要・到達目標
This course is for BEGINNER level students. This course is designed to inspire students to“awaken the goodness within themselves.”Students who take this class will have opportunities to reflect upon their lives and to reassess the various choices that they
make in their day-to-day encounters. Through in-class activities
and assignments, students will learn the importance of being authentic in their life choices and keeping an open, honest, and positive outlook no matter their circumstances.
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに対
応する科目です。
授業内容
Course Contents
［01］ Orientation and Syllabus Review
［02］ Class Introduction / Q & A
［03］ Getting to know each other
［04］ It Comes Around + Task
［05］ Responsibility + Task
［06］ Consider the Possibilities + Task
［07］ Student Presentations
［08］ Student Presentations
［09］ Let Go + Task
［10］ Yourself as a Gift + Task
［11］ Complaining + Task
［12］ Preparation Session
［13］ Student Presentations
［14］ Student Presentations
［15］ Semester Review + Survey

目

名

英語コミュニケーション
（4）

単位数

担当者

1単位

ティベール

授業の概要・到達目標

Course Summary and Objectives 1

Please, use an online translator to understand this syllabus（if needed）.
In this course, active acquisition is implemented through several“flipped”elements: 1- Most of the instruction is given through task- based and project-based material to prepare for class. 2- Most of the
knowledge acquisition is completed out of class. 3- Knowledge confirmation is performed in class through
individual presentation and participation in class activities with online tools. 4- Threshold criteria are used
for evaluation and feedback, so the participants learn what is needed to improve their weekly score as
they progress in understanding. There is no return of assignment by the instructor; only return of itemized scores for completion and achievement.
The guidelines are introduced through the assignments and Learning Guides. Improvement is fostered
and evaluated through creative projects, weekly reports, and class participation.
Knowing how to do something with the help of tools to communicate in another language includes anything we could think, feel, and want to do.
OBJECTIVE: IMPROVING any skills in English toward a better communicative fluency with the help of
specific media and projects of the participants’choice.
The achievement goals are too numerous to describe here, since improvement occurs on all facets of being in knowledge. What we want is to get better in English and create a habit in that direction. Make your
pick; given the name of this course, what do you want to achieve? If this course could only induce a growing desire to share with others in English, any imaginable goal would be reached in time. It takes just a little bit of cognitive and emotional flexibility.

授業内容

Course Contents

履修上の注意
Prerequisites and registration requirements
This class is for BEGINNERS, and in fairness to higher-level students, NO“S,”
“A,”OR“B”GRADES WILL BE GIVEN. STUDENTS WHO PASS THIS CLASS WILL GET A“C.”Therefore,
students concerned about their G.P.A. should NOT take this class.
準備学習（予習・復習等）の内容
Preparation and Review
Students are encouraged to review the content and vocabulary
section of each topic before each class.
［01］ Orientation and Syllabus Review
［02］ Class Introduction / Q & A
［03］ Getting to know each other
［04］ Print out and Review: It Comes Around + Task
［05］ Print out and Review: Responsibility + Task
［06］ Print out and Review: Consider the Possibilities + Task
［07］ Student Presentations
［08］ Student Presentations
［09］ Print out and Review: Let Go + Task
［10］ Print out and Review: Yourself as a Gift + Task
［11］ Print out and Review: Complaining + Task
［12］ Preparation Session
［13］ Student Presentations
［14］ Student Presentations
［15］ Semester Review + Survey
教科書
Textbook（s）
No textbook. Class materials will be distributed via a website
link.
参考書
成績評価の方法
IMPORTANT INFORMATION:
This class is for BEGINNERS, and in fairness to higher-level
students, NO “S,”“A,” OR “B” GRADES WILL BE GIVEN.
STUDENTS WHO PASS THIS CLASS WILL GET A "C."
Therefore, students concerned about their G.P.A. should NOT take
this class.
その他
Office Hours: You are welcome to drop by anytime. My official
office hours are 12:30-14:30 on Tuesday, Wednesday, and Thursday,
by appointment. If you’re an early bird, I am usually in my office
between 7:00 a.m. and 8:30 a.m., too. I am in Building 3, Room
315.

Most of the specific contents cannot be described in advance, even the target media to share common
understanding is decided along the way by group consensus as soon as possible.
Abbreviations:
#=Digit / M##=Meeting ## / FT= First Task / MS= Media Selection / Demo=Demonstration /
->=Study / LG##=Learning Guide ## / PP= Preparation Portal / MSP=Media Selection Project /
QQ= Quiz Question / WR##=Weekly Report ## / MT##=Media Time ## /
OQP#= Online Quiz Project # / MTP#=Media Time Project # / VTP#=Video Tube Project # /
PT= Presentation Time
M01: FT / MS / Demo
-> LG00: PP + This syllabus.
M02: MSP and Survey / Demo
-> LG01: QQ（Rules and Model）/ WR## template
M03: WR00 / MT01 / Demo
-> LG02: OQP#
M04: WR01 / MT02 / Demo
-> LG03: MTP#
M05: WR02 / MT03 / Demo
-> LG04: VTP#
M06: WR03 / MT04 / PT
M07: WR04 / MT05 / PT
M08: WR05 / MT06 / PT
M09: WR06 / MT07 / PT
M10: WR07 / MT08 / PT
M11: WR08 / MT09 / PT
M12: WR09 / MT10 / PT
M13: WR10 / MT11 / PT
M14: PT

履修上の注意

Prerequisites and Registration requirements

This course is conducted in English entirely. It includes instructions, guiding documents（including this syllabus）,
and model templates in English only. Participants need to explore, play and use online tools（like dictionaries, translators, audio recorders, quiz makers, search engines, chat boards, etc.）to share mutual understanding in English. This is
how participants can improve by themselves. Thus, sharing is the key. Are you willing to share what you produce?
That is the main prerequisite. Most of the note-taking and sharing are made with online tools through computers.
Though classes are meant to be in person, the use of computers in class is required simultaneously.
You should attend the FIRST MEETING: 1- to confirm your registration; 2- to get Guy’s Unique Group Identification Number（GUGIN）; 3- to get the URL for the target material; and 4- to get the email address to send the email
tasks. Without them, you will start at a loss and be lost, unless you are willing to get help from someone in the class.
Still, without a GUGIN, you won’t exist on my list until you ask for it in class directly in order to send your data in
the format instructed in the First Task.

準備学習（予習・復習等）の内容

Preparation and Review
Be willing to prepare for class with the learning guides and templates for about 15 minutes a day.
Sharing notes during class is counted as participation.
Those notes are used to compose QQs after each class as a part of the weekly assignment.
Thus, participating in the weekly REVISION time and SHARING time become very easy.
For everyone（from beginners to high achievers）,it is recommended to consult the media in advance on
your own if the class notes are insufficient. This would help composing quiz questions for the weekly MEDIA time review. These questions are presented during class. They provide more participation points.
The PRESENTATION time is meant for the ones who want a boost with projects（or need to pass this
course successfully without having to participate actively in every meeting）. This is the win-win shortcut
to help others to understand and help oneself to improve by doing so. Every participant is given the opportunity to try the 3 kinds of project within the WR. Afterwards, the projects may be presented in class directly.

教科書

Textbook（s）
There is no textbook to buy. The English material（under the form of Learning Guides and templates）
is accessible with online devices. The instructor’
s Preparation Portal contains all the necessary details.

参考書

Reference（s）
The best reference is the chosen class media. For best results, get them from a retailer, a subscription
service, or the Internet.
They may not be free.

成績評価の方法

Grading and Evaluation
A ＝98 points, B ＝70 points, C ＝42 points.
These grades depend on the level of quantitative production.
Quality and understanding are indirectly assessed in the point system through class participation.
Maximal S grades require of 2 or 4 live presentations from an A grade.
Other combinations for threshold jumps are possible from lower grades.
In addition, participants must attend a minimum of 10 meetings.
Extra absences could be exchanged with successful presentations.
Here is how the sum（99%）can be obtained:
3.3%: A First Task for identification by email（up to 5 points）
3.3%: A Second Task for initial Media Selection by email（up to 5 points）
3.3%: A Media Selection report（plan + audio）in WR00（up to 5 points）
30%: 10 weekly reports（up to 5 points each）
40%: 12 weekly Participation（up to 5 points each）
13%: 4 email presentation（plans + audio）that include 2 MTPs and 2 VTPs（up to 5 points each）
6.1%: 4 live presentations for 1 threshold jump（no points）if achieved successfully. They may include OQPs.

その他
Other

You may reach the instructor with the email address and GUGIN that are given in the first meeting and afterward.
You must send the email tasks from your school mailer. The WRs are always uploaded to the school portal.
The YEAR SEMESTER a or b GUGIN（ex: 2031b P67）should always be used in the subject box, which identifies
you as a participant in my past or present courses. I do not answer unidentified messages that do not use GUGIN. If
you don’t have GUGIN, please come to class and ask for it.
Notice that all classes occur in Zoom, even when we are present in person in the classroom.
Classes are real-time delivery that rely on spoken and written participation through an online device.
Joining a meeting without an appropriate device is at your own risk.
Participants may not be able to reach maximum points without written-recorded participation.
The autonomous and active method of learning suggested in this course demands some diligence and perseverance.
Once you understand how it works, it carries you to a greater understanding. Yet, whatever the skills you wish to improve, active speaking practice is always needed for improvement in a language. This course offers to you that opportunity too.
Thank you for your progressive understanding!

― 125 ―

科目ナンバー：(AG)LAN212E
科

目

名

英語コミュニケーション
（5）

科目ナンバー：(AG)LAN212E

単位数

担当者

科

1単位

ティベール

授業の概要・到達目標

目

名

英語コミュニケーション
（6）

単位数

担当者

1単位

ティベール

授業の概要・到達目標

Course Summary and Objectives 1
Please, use an online translator to understand this syllabus（if needed）.
In this course, active acquisition is implemented through several“flipped”elements: 1- Most of the instruction is given through task- based and project-based material to prepare for class. 2- Most of the
knowledge acquisition is completed out of class. 3- Knowledge confirmation is performed in class through
individual presentation and participation in class activities with online tools. 4- Threshold criteria are used
for evaluation and feedback, so the participants learn what is needed to improve their weekly score as
they progress in understanding. There is no return of assignment by the instructor; only return of itemized scores for completion and achievement.
The guidelines are introduced through the assignments and Learning Guides. Improvement is fostered
and evaluated through creative projects, weekly reports, and class participation.
Knowing how to do something with the help of tools to communicate in another language includes anything we could think, feel, and want to do.
OBJECTIVE: IMPROVING any skills in English toward a better communicative fluency with the help of
specific media and projects of the participants’choice.
The achievement goals are too numerous to describe here, since improvement occurs on all facets of being in knowledge. What we want is to get better in English and create a habit in that direction. Make your
pick; given the name of this course, what do you want to achieve? If this course could only induce a growing desire to share with others in English, any imaginable goal would be reached in time. It takes just a little bit of cognitive and emotional flexibility.

Course Summary and Objectives 1
Please, use an online translator to understand this syllabus（if needed）.
In this course, active acquisition is implemented through several“flipped”elements: 1- Most of the instruction is given through task- based and project-based material to prepare for class. 2- Most of the
knowledge acquisition is completed out of class. 3- Knowledge confirmation is performed in class through
individual presentation and participation in class activities with online tools. 4- Threshold criteria are used
for evaluation and feedback, so the participants learn what is needed to improve their weekly score as
they progress in understanding. There is no return of assignment by the instructor; only return of itemized scores for completion and achievement.
The guidelines are introduced through the assignments and Learning Guides. Improvement is fostered
and evaluated through creative projects, weekly reports, and class participation.
Knowing how to do something with the help of tools to communicate in another language includes anything we could think, feel, and want to do.
OBJECTIVE: IMPROVING any skills in English toward a better communicative fluency with the help of
specific media and projects of the participants’choice.
The achievement goals are too numerous to describe here, since improvement occurs on all facets of being in knowledge. What we want is to get better in English and create a habit in that direction. Make your
pick; given the name of this course, what do you want to achieve? If this course could only induce a growing desire to share with others in English, any imaginable goal would be reached in time. It takes just a little bit of cognitive and emotional flexibility.

授業内容

授業内容

履修上の注意

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書

教科書

参考書

参考書

成績評価の方法

成績評価の方法

その他

その他

Course Contents
Most of the specific contents cannot be described in advance, even the target media to share common
understanding is decided along the way by group consensus as soon as possible.
Abbreviations:
#=Digit / M##=Meeting ## / FT= First Task / MS= Media Selection / Demo=Demonstration /
->=Study / LG##=Learning Guide ## / PP= Preparation Portal / MSP=Media Selection Project /
QQ= Quiz Question / WR##=Weekly Report ## / MT##=Media Time ## /
OQP#= Online Quiz Project # / MTP#=Media Time Project # / VTP#=Video Tube Project # /
PT= Presentation Time
M01: FT / MS / Demo
-> LG00: PP + This syllabus.
M02: MSP and Survey / Demo
-> LG01: QQ（Rules and Model）/ WR## template
M03: WR00 / MT01 / Demo
-> LG02: OQP#
M04: WR01 / MT02 / Demo
-> LG03: MTP#
M05: WR02 / MT03 / Demo
-> LG04: VTP#
M06: WR03 / MT04 / PT
M07: WR04 / MT05 / PT
M08: WR05 / MT06 / PT
M09: WR06 / MT07 / PT
M10: WR07 / MT08 / PT
M11: WR08 / MT09 / PT
M12: WR09 / MT10 / PT
M13: WR10 / MT11 / PT
M14: PT
Prerequisites and Registration requirements
This course is conducted in English entirely. It includes instructions, guiding documents（including this
syllabus）
, and model templates in English only. Participants need to explore, play and use online tools（like
dictionaries, translators, audio recorders, quiz makers, search engines, chat boards, etc.）to share mutual
understanding in English. This is how participants can improve by themselves. Thus, sharing is the key.
Are you willing to share what you produce? That is the main prerequisite. Most of the note-taking and
sharing are made with online tools through computers. Though classes are meant to be in person, the use
of computers in class is required simultaneously.
You should attend the FIRST MEETING: 1- to confirm your registration; 2- to get Guy’s Unique
Group Identification Number（GUGIN）
; 3- to get the URL for the target material; and 4- to get the email
address to send the email tasks. Without them, you will start at a loss and be lost, unless you are willing to
get help from someone in the class. Still, without a GUGIN, you won’
t exist on my list until you ask for it
in class directly in order to send your data in the format instructed in the First Task.
Preparation and Review
Be willing to prepare for class with the learning guides and templates for about 15 minutes a day.
Sharing notes during class is counted as participation.
Those notes are used to compose QQs after each class as a part of the weekly assignment.
Thus, participating in the weekly REVISION time and SHARING time become very easy.
For everyone（from beginners to high achievers）,it is recommended to consult the media in advance on
your own if the class notes are insufficient. This would help composing quiz questions for the weekly MEDIA time review. These questions are presented during class. They provide more participation points.
The PRESENTATION time is meant for the ones who want a boost with projects（or need to pass this
course successfully without having to participate actively in every meeting）. This is the win-win shortcut
to help others to understand and help oneself to improve by doing so. Every participant is given the opportunity to try the 3 kinds of project within the WR. Afterwards, the projects may be presented in class directly.
Textbook（s）
There is no textbook to buy. The English material（under the form of Learning Guides and templates）
is accessible with online devices. The instructor’
s Preparation Portal contains all the necessary details.
Reference（s）
The best reference is the chosen class media. For best results, get them from a retailer, a subscription
service, or the Internet.
They may not be free.
Grading and Evaluation
A ＝98 points, B ＝70 points, C ＝42 points.
These grades depend on the level of quantitative production.
Quality and understanding are indirectly assessed in the point system through class participation.
Maximal S grades require of 2 or 4 live presentations from an A grade.
Other combinations for threshold jumps are possible from lower grades.
In addition, participants must attend a minimum of 10 meetings.
Extra absences could be exchanged with successful presentations.
Here is how the sum（99%）can be obtained:
3.3%: A First Task for identification by email（up to 5 points）
3.3%: A Second Task for initial Media Selection by email（up to 5 points）
3.3%: A Media Selection report（plan + audio）in WR00（up to 5 points）
30%: 10 weekly reports（up to 5 points each）
40%: 12 weekly Participation（up to 5 points each）
13%: 4 email presentation（plans + audio）that include 2 MTPs and 2 VTPs（up to 5 points each）
6.1%: 4 live presentations for 1 threshold jump（no points）if achieved successfully. They may include OQPs.
Other
You may reach the instructor with the email address and GUGIN that are given in the first meeting and
afterward. You must send the email tasks from your school mailer. The WRs are always uploaded to the
school portal.
The YEAR SEMESTER a or b GUGIN (ex: 2031b P67) should always be used in the subject box, which
identifies you as a participant in my past or present courses. I do not answer unidentified messages that
do not use GUGIN. If you don't have GUGIN, please come to class and ask for it.
Notice that all classes occur in Zoom, even when we are present in person in the classroom.
Classes are real-time delivery that rely on spoken and written participation through an online device.
Joining a meeting without an appropriate device is at your own risk.
Participants may not be able to reach maximum points without written-recorded participation.
The autonomous and active method of learning suggested in this course demands some diligence and
perseverance. Once you understand how it works, it carries you to a greater understanding. Yet, whatever
the skills you wish to improve, active speaking practice is always needed for improvement in a language.
This course offers to you that opportunity too.
Thank you for your progressive understanding!

Course Contents
Most of the specific contents cannot be described in advance, even the target media to share common
understanding is decided along the way by group consensus as soon as possible.
Abbreviations:
#=Digit / M##=Meeting ## / FT= First Task / MS= Media Selection / Demo=Demonstration /
->=Study / LG##=Learning Guide ## / PP= Preparation Portal / MSP=Media Selection Project /
QQ= Quiz Question / WR##=Weekly Report ## / MT##=Media Time ## /
OQP#= Online Quiz Project # / MTP#=Media Time Project # / VTP#=Video Tube Project # /
PT= Presentation Time
M01: FT / MS / Demo
-> LG00: PP + This syllabus.
M02: MSP and Survey / Demo
-> LG01: QQ（Rules and Model）/ WR## template
M03: WR00 / MT01 / Demo
-> LG02: OQP#
M04: WR01 / MT02 / Demo
-> LG03: MTP#
M05: WR02 / MT03 / Demo
-> LG04: VTP#
M06: WR03 / MT04 / PT
M07: WR04 / MT05 / PT
M08: WR05 / MT06 / PT
M09: WR06 / MT07 / PT
M10: WR07 / MT08 / PT
M11: WR08 / MT09 / PT
M12: WR09 / MT10 / PT
M13: WR10 / MT11 / PT
M14: PT
Prerequisites and Registration requirements
This course is conducted in English entirely. It includes instructions, guiding documents（including this
syllabus）
, and model templates in English only. Participants need to explore, play and use online tools（like
dictionaries, translators, audio recorders, quiz makers, search engines, chat boards, etc.）to share mutual
understanding in English. This is how participants can improve by themselves. Thus, sharing is the key.
Are you willing to share what you produce? That is the main prerequisite. Most of the note-taking and
sharing are made with online tools through computers. Though classes are meant to be in person, the use
of computers in class is required simultaneously.
You should attend the FIRST MEETING: 1- to confirm your registration; 2- to get Guy’s Unique
Group Identification Number（GUGIN）
; 3- to get the URL for the target material; and 4- to get the email
address to send the email tasks. Without them, you will start at a loss and be lost, unless you are willing to
get help from someone in the class. Still, without a GUGIN, you won’
t exist on my list until you ask for it
in class directly in order to send your data in the format instructed in the First Task.
Preparation and Review
Be willing to prepare for class with the learning guides and templates for about 15 minutes a day.
Sharing notes during class is counted as participation.
Those notes are used to compose QQs after each class as a part of the weekly assignment.
Thus, participating in the weekly REVISION time and SHARING time become very easy.
For everyone（from beginners to high achievers）,it is recommended to consult the media in advance on
your own if the class notes are insufficient. This would help composing quiz questions for the weekly MEDIA time review. These questions are presented during class. They provide more participation points.
The PRESENTATION time is meant for the ones who want a boost with projects（or need to pass this
course successfully without having to participate actively in every meeting）. This is the win-win shortcut
to help others to understand and help oneself to improve by doing so. Every participant is given the opportunity to try the 3 kinds of project within the WR. Afterwards, the projects may be presented in class directly.
Textbook（s）
There is no textbook to buy. The English material（under the form of Learning Guides and templates）
is accessible with online devices. The instructor’
s Preparation Portal contains all the necessary details.
Reference（s）
The best reference is the chosen class media. For best results, get them from a retailer, a subscription
service, or the Internet.
They may not be free.
Grading and Evaluation
A ＝98 points, B ＝70 points, C ＝42 points.
These grades depend on the level of quantitative production.
Quality and understanding are indirectly assessed in the point system through class participation.
Maximal S grades require of 2 or 4 live presentations from an A grade.
Other combinations for threshold jumps are possible from lower grades.
In addition, participants must attend a minimum of 10 meetings.
Extra absences could be exchanged with successful presentations.
Here is how the sum（99%）can be obtained:
3.3%: A First Task for identification by email（up to 5 points）
3.3%: A Second Task for initial Media Selection by email（up to 5 points）
3.3%: A Media Selection report（plan + audio）in WR00（up to 5 points）
30%: 10 weekly reports（up to 5 points each）
40%: 12 weekly Participation（up to 5 points each）
13%: 4 email presentation（plans + audio）that include 2 MTPs and 2 VTPs（up to 5 points each）
6.1%: 4 live presentations for 1 threshold jump（no points）if achieved successfully. They may include OQPs.
Other
You may reach the instructor with the email address and GUGIN that are given in the first meeting and
afterward. You must send the email tasks from your school mailer. The WRs are always uploaded to the
school portal.
The YEAR SEMESTER a or b GUGIN（ex: 2031b P67）should always be used in the subject box, which
identifies you as a participant in my past or present courses. I do not answer unidentified messages that
do not use GUGIN. If you don’
t have GUGIN, please come to class and ask for it.
Notice that all classes occur in Zoom, even when we are present in person in the classroom.
Classes are real-time delivery that rely on spoken and written participation through an online device.
Joining a meeting without an appropriate device is at your own risk.
Participants may not be able to reach maximum points without written-recorded participation.
The autonomous and active method of learning suggested in this course demands some diligence and
perseverance. Once you understand how it works, it carries you to a greater understanding. Yet, whatever
the skills you wish to improve, active speaking practice is always needed for improvement in a language.
This course offers to you that opportunity too.
Thank you for your progressive understanding!
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科目ナンバー：(AG)LAN212E
科

目

名

英語コミュニケーション
（7）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN212E
担当者
小嶺

科

目

名

英語コミュニケーション
（8）

智枝

単位数
1単位

担当者
小嶺

智枝

授業の概要・到達目標
This class（Class B）is designed to help students engage in English for events with an academic purpose.
Students will learn how to make speeches in international presentations, participate in discussions of social, political and economic
issues in the international community.
・Learn basic rules of presentation.
・Improve knowledge and use of vocabulary and expressions.
・Learn to conduct research effectively.
・Learn to make public speeches effectively.
・Encourage team learning.
*Class A and Class B are given in combination.

授業の概要・到達目標
This class（Class A）is designed to help students engage in English for events with an academic purpose.
Students will learn how to make speeches in international presentations, participate in discussions of social, political and economic
issues in the international community.
・Learn basic rules of presentation.
・Improve knowledge and use of vocabulary and expressions.
・Learn to conduct research effectively.
・Learn to make public speeches effectively.
・Encourage team learning.
*Class A and Class B are given in combination.

授業内容
1）Course Guidance & What is presentation?
2）Basic Knowledge-1
3）Basic Knowledge-2/Part II-Type 2-1
4）Part II-Type 2-2
5）Part II-Type 2-3
6）Part II-Type 4-1
7）Part II-Type 4-2
8）Part II-Type 4-3
9）Part III-Type 6-1
10）Part III-Type 6-2
11）Part III-Type 6-3
12）Part III-Type 8-1
13）Part III-Type 8-2
14）Final Presentation & Review
*Order and content of units may vary.

授業内容
1）Course Guidance & What is presentation?
2）Basic Knowledge-1
3）Basic Knowledge-2/Part II-Type 1-1
4）Part II-Type 1-2
5）Part II-Type 1-3
6）Part II-Type 3-1
7）Part II-Type 3-2
8）Part II-Type 3-3
9）Part III-Type 5-1
10）Part III-Type 5-2
11）Part III-Type 5-3
12）Part III-Type 7-1
13）Part III-Type 7-2
14）Final Presentation & Review
*Order and content of units may vary.

履修上の注意
Students are required to be active and ready to speak out in
class.
準備学習（予習・復習等）の内容
Students are required to prepare for each class.
教科書
Winning Presentations（Seibido）
参考書
N/A

履修上の注意
Students are required to be active and ready to speak out in
class.
準備学習（予習・復習等）の内容
Students are required to prepare for each class.
教科書
Winning Presentations（Seibido）
参考書
N/A

成績評価の方法
Attendance and class activities 50%
Presentations 50%

成績評価の方法
Attendance and class activities 50%
Presentations 50%

その他
tomoek@meiji.ac.jp

その他
tomoek@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)LAN212E
科

目

名

英語コミュニケーション
（9）

科目ナンバー：(AG)LAN212E

単位数

担当者

科

1単位

リサ, ヴォート

授業の概要・到達目標
This course is designed to inspire students to cultivate an
awareness of shin-zen-bi（truth, goodness, and beauty）. Upon completing this course, it is hoped that students will have gained a
sense of direction to steer their lives. Students will expand themselves through in-class activities and out-of-class assignments and
discover the qualities of truth, goodness, and beauty that lie within,
waiting to emanate from their deeper selves.
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目です。
授業内容
［01］ Summer Vacation Task
［02］ Syllabus Review
［03］ Q & A Session
［04］ Imagination + Task
［05］ Your Response + Task
［06］ Your Own Life + Task
［07］ A Different Take + Task
［08］ Student Presentations
［09］ Student Presentations
［10］ Faithful Choices + Task
［11］ Your World Lies Within + Task
［12］ Redefining Effort + Task
［13］ Student Presentations
［14］ Student Presentations
［15］ Final Review + Survey

目

名

英語コミュニケーション（10）

単位数

担当者

1単位

ティベール

授業の概要・到達目標

Course Summary and Objectives 2
COURSE OUTLINE: This course builds on its predecessor with what was used for learning. Now, we
expect a quicker start after a recap of LG1234 with complete interactive sessions and continue in a similar
direction with media and tubes chosen by the participants with more restrictive lists. We use conversational interactions to share what we know, understand, learn, guess, and think in a common context. Participants make quizzes and presentations to solidify each other knowledge in learning. They progressively
find new ways to do that in English with online tools and written Learning Guides（LG）.
GOALS: The main hidden goals are to improve further: spoken grammar and communicative fluency.
This improvement is（formatively, qualitatively, and quantitatively）evaluated through speaking activities
and projects in class. Please, keep in mind that the ultimate goal in learning a language is to be able to
communicate directly with the users of that language（here“language”is understood as from an oral
tongue）with confidence in the knowledge that errors are expected. Given our limited time in class for
formative feedback and evaluation, the ponderable goal is to make as many participation points as possible.
The hidden part will take care of itself along the way.

授業内容

Course Contents
Most of the specific contents cannot be described in advance, even the target media to share common
understanding is decided along the way by group consensus as soon as possible.
Abbreviations:
#=Digit / M##=Meeting ## / FT= First Task / MS= Media Selection / Demo=Demonstration /
->=Study / LG##=Learning Guide ## / PP= Preparation Portal / MSP=Media Selection Project /
QQ= Quiz Question / WR##=Weekly Report ## / MT##=Media Time ## /
OQP#= Online Quiz Project # / MTP#=Media Time Project # / VTP#=Video Tube Project # /
PT= Presentation Time
M01: FT / MS / Demo
-> LG00: PP + This syllabus.
M02: MSP and Survey / Demo
-> LG01: QQ（Rules and Model）/ WR## template
M03: WR00 / MT01 / Demo
-> LG02: OQP#
M04: WR01 / MT02 / Demo
-> LG03: MTP#
M05: WR02 / MT03 / Demo
-> LG04: VTP#
M06: WR03 / MT04 / PT
M07: WR04 / MT05 / PT
M08: WR05 / MT06 / PT
M09: WR06 / MT07 / PT
M10: WR07 / MT08 / PT
M11: WR08 / MT09 / PT
M12: WR09 / MT10 / PT
M13: WR10 / MT11 / PT
M14: PT

履修上の注意

履修上の注意
This class is for BEGINNERS, and in fairness to higher-level students, NO“S,”
“A,”OR“B”GRADES WILL BE GIVEN. STUDENTS WHO PASS THIS CLASS WILL GET A“C.”Therefore,
students concerned about their G.P.A. should NOT take this class.
準備学習（予習・復習等）の内容
Preparation and Review
Students are encouraged to review the content and vocabulary
section of each topic before each class.
［01］ Summer Vacation Task
［02］ Syllabus Review
［03］ Q & A Session
［04］ Print out and Review: Imagination + Task
［05］ Print out and Review: Your Response + Task
［06］ Print out and Review: Your Own Life + Task
［07］ Print out and Review: A Different Take + Task
［08］ Student Presentations
［09］ Student Presentations
［10］ Print out and Review: Faithful Choices + Task
［11］ Print out and Review: Your World Lies Within + Task
［12］ Print out and Review: Redefining Effort + Task
［13］ Student Presentations
［14］ Student Presentations
［15]
Final Review + Survey
教科書
No textbook. Class materials will be distributed via a website
link.
参考書
成績評価の方法
IMPORTANT INFORMATION ABOUT GRADES:
This class is for BEGINNERS, and in fairness to higher-level students, NO“S,”
“A,”OR“B”GRADES WILL BE GIVEN. [/b][b]
STUDENTS WHO PASS THIS CLASS WILL GET A“C.”Therefore, students concerned about their G.P.A. should NOT take this
class.
その他
Office Hours: 12:30-14:30（Tuesday, Wednesday, Thursday）and
by appointment via email. You are also welcome to drop by my
office（3-315）at any time.

Prerequisites and Registration requirements
This course is conducted in English entirely. It includes instructions, guiding documents（including this
syllabus）
, and model templates in English only. Participants need to explore, play and use online tools（like
dictionaries, translators, audio recorders, quiz makers, search engines, chat boards, etc.）to share mutual
understanding in English. This is how participants can improve by themselves. Thus, sharing is the key.
Are you willing to share what you produce? That is the main prerequisite. Most of the note-taking and
sharing are made with online tools through computers. Though classes are meant to be in person, the use
of computers in class is required simultaneously.
You should attend the FIRST MEETING: 1- to confirm your registration; 2- to get Guy’s Unique
Group Identification Number（GUGIN）
; 3- to get the URL for the target material; and 4- to get the email
address to send the email tasks. Without them, you will start at a loss and be lost, unless you are willing to
get help from someone in the class. Still, without a GUGIN, you won’
t exist on my list until you ask for it
in class directly in order to send your data in the format instructed in the First Task.

準備学習（予習・復習等）の内容

Preparation and Review
Be willing to prepare for class with the learning guides and templates for about 15 minutes a day.
Sharing notes during class is counted as participation.
Those notes are used to compose QQs after each class as a part of the weekly assignment.
Thus, participating in the weekly REVISION time and SHARING time become very easy.
For everyone（from beginners to high achievers）,it is recommended to consult the media in advance on
your own if the class notes are insufficient. This would help composing quiz questions for the weekly MEDIA time review. These questions are presented during class. They provide more participation points.
The PRESENTATION time is meant for the ones who want a boost with projects（or need to pass this
course successfully without having to participate actively in every meeting）. This is the win-win shortcut
to help others to understand and help oneself to improve by doing so. Every participant is given the opportunity to try the 3 kinds of project within the WR. Afterwards, the projects may be presented in class directly.

教科書

Textbook（s）
There is no textbook to buy. The English material（under the form of Learning Guides and templates）
is accessible with online devices. The instructor’
s Preparation Portal contains all the necessary details.

参考書

Reference（s）
The best reference is the chosen class media. For best results, get them from a retailer, a subscription
service, or the Internet.
They may not be free.

成績評価の方法

Grading and Evaluation
A ＝98 points, B ＝70 points, C ＝42 points.
These grades depend on the level of quantitative production.
Quality and understanding are indirectly assessed in the point system through class participation.
Maximal S grades require of 2 or 4 live presentations from an A grade.
Other combinations for threshold jumps are possible from lower grades.
In addition, participants must attend a minimum of 10 meetings.
Extra absences could be exchanged with successful presentations.
Here is how the sum（99%）can be obtained:
3.3%: A First Task for identification by email（up to 5 points）
3.3%: A Second Task for initial Media Selection by email（up to 5 points）
3.3%: A Media Selection report（plan + audio）in WR00（up to 5 points）
30%: 10 weekly reports（up to 5 points each）
40%: 12 weekly Participation（up to 5 points each）
13%: 4 email presentation（plans + audio）that include 2 MTPs and 2 VTPs（up to 5 points each）
6.1%: 4 live presentations for 1 threshold jump（no points）if achieved successfully. They may include OQPs.

その他

Other
You may reach the instructor with the email address and GUGIN that are given in the first meeting and
afterward. You must send the email tasks from your school mailer. The WRs are always uploaded to the
school portal.
The YEAR SEMESTER a or b GUGIN（ex: 2031b P67）should always be used in the subject box, which
identifies you as a participant in my past or present courses. I do not answer unidentified messages that
do not use GUGIN. If you don’
t have GUGIN, please come to class and ask for it.
Notice that all classes occur in Zoom, even when we are present in person in the classroom.
Classes are real-time delivery that rely on spoken and written participation through an online device.
Joining a meeting without an appropriate device is at your own risk.
Participants may not be able to reach maximum points without written-recorded participation.
The autonomous and active method of learning suggested in this course demands some diligence and
perseverance. Once you understand how it works, it carries you to a greater understanding. Yet, whatever
the skills you wish to improve, active speaking practice is always needed for improvement in a language.
This course offers to you that opportunity too.
Thank you for your progressive understanding!
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科目ナンバー：(AG)LAN212E
科

目

名

英語コミュニケーション（11）

科目ナンバー：(AG)LAN212E

単位数

担当者

科

1単位

ティベール

授業の概要・到達目標

目

名

英語コミュニケーション（12）

単位数

担当者

1単位

ティベール

授業の概要・到達目標

Course Summary and Objectives 2
COURSE OUTLINE: This course builds on its predecessor with what was used for learning. Now, we
expect a quicker start after a recap of LG1234 with complete interactive sessions and continue in a similar
direction with media and tubes chosen by the participants with more restrictive lists. We use conversational interactions to share what we know, understand, learn, guess, and think in a common context. Participants make quizzes and presentations to solidify each other knowledge in learning. They progressively
find new ways to do that in English with online tools and written Learning Guides（LG）.
GOALS: The main hidden goals are to improve further: spoken grammar and communicative fluency.
This improvement is（formatively, qualitatively, and quantitatively）evaluated through speaking activities
and projects in class. Please, keep in mind that the ultimate goal in learning a language is to be able to
communicate directly with the users of that language（here“language”is understood as from an oral
tongue）with confidence in the knowledge that errors are expected. Given our limited time in class for
formative feedback and evaluation, the ponderable goal is to make as many participation points as possible.
The hidden part will take care of itself along the way.

Course Summary and Objectives 2
COURSE OUTLINE: This course builds on its predecessor with what was used for learning. Now, we
expect a quicker start after a recap of LG1234 with complete interactive sessions and continue in a similar
direction with media and tubes chosen by the participants with more restrictive lists. We use conversational interactions to share what we know, understand, learn, guess, and think in a common context. Participants make quizzes and presentations to solidify each other knowledge in learning. They progressively
find new ways to do that in English with online tools and written Learning Guides（LG）.
GOALS: The main hidden goals are to improve further: spoken grammar and communicative fluency.
This improvement is（formatively, qualitatively, and quantitatively）evaluated through speaking activities
and projects in class. Please, keep in mind that the ultimate goal in learning a language is to be able to
communicate directly with the users of that language（here“language”is understood as from an oral
tongue）with confidence in the knowledge that errors are expected. Given our limited time in class for
formative feedback and evaluation, the ponderable goal is to make as many participation points as possible.
The hidden part will take care of itself along the way.

授業内容

授業内容

履修上の注意

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書

教科書

参考書

参考書

成績評価の方法

成績評価の方法

その他

その他

Course Contents
Most of the specific contents cannot be described in advance, even the target media to share common
understanding is decided along the way by group consensus as soon as possible.
Abbreviations:
#=Digit / M##=Meeting ## / FT= First Task / MS= Media Selection / Demo=Demonstration /
->=Study / LG##=Learning Guide ## / PP= Preparation Portal / MSP=Media Selection Project /
QQ= Quiz Question / WR##=Weekly Report ## / MT##=Media Time ## /
OQP#= Online Quiz Project # / MTP#=Media Time Project # / VTP#=Video Tube Project # /
PT= Presentation Time
M01: FT / MS / Demo
-> LG00: PP + This syllabus.
M02: MSP and Survey / Demo
-> LG01: QQ（Rules and Model）/ WR## template
M03: WR00 / MT01 / Demo
-> LG02: OQP#
M04: WR01 / MT02 / Demo
-> LG03: MTP#
M05: WR02 / MT03 / Demo
-> LG04: VTP#
M06: WR03 / MT04 / PT
M07: WR04 / MT05 / PT
M08: WR05 / MT06 / PT
M09: WR06 / MT07 / PT
M10: WR07 / MT08 / PT
M11: WR08 / MT09 / PT
M12: WR09 / MT10 / PT
M13: WR10 / MT11 / PT
M14: PT
Prerequisites and Registration requirements
This course is conducted in English entirely. It includes instructions, guiding documents（including this
syllabus）
, and model templates in English only. Participants need to explore, play and use online tools（like
dictionaries, translators, audio recorders, quiz makers, search engines, chat boards, etc.）to share mutual
understanding in English. This is how participants can improve by themselves. Thus, sharing is the key.
Are you willing to share what you produce? That is the main prerequisite. Most of the note-taking and
sharing are made with online tools through computers. Though classes are meant to be in person, the use
of computers in class is required simultaneously.
You should attend the FIRST MEETING: 1- to confirm your registration; 2- to get Guy’s Unique
Group Identification Number（GUGIN）
; 3- to get the URL for the target material; and 4- to get the email
address to send the email tasks. Without them, you will start at a loss and be lost, unless you are willing to
get help from someone in the class. Still, without a GUGIN, you won’
t exist on my list until you ask for it
in class directly in order to send your data in the format instructed in the First Task.
Preparation and Review
Be willing to prepare for class with the learning guides and templates for about 15 minutes a day.
Sharing notes during class is counted as participation.
Those notes are used to compose QQs after each class as a part of the weekly assignment.
Thus, participating in the weekly REVISION time and SHARING time become very easy.
For everyone（from beginners to high achievers）,it is recommended to consult the media in advance on
your own if the class notes are insufficient. This would help composing quiz questions for the weekly MEDIA time review. These questions are presented during class. They provide more participation points.
The PRESENTATION time is meant for the ones who want a boost with projects（or need to pass this
course successfully without having to participate actively in every meeting）
. This is the win-win shortcut
to help others to understand and help oneself to improve by doing so. Every participant is given the opportunity to try the 3 kinds of project within the WR. Afterwards, the projects may be presented in class directly.
Textbook（s）
There is no textbook to buy. The English material（under the form of Learning Guides and templates）
is accessible with online devices. The instructor’
s Preparation Portal contains all the necessary details.
Reference（s）
The best reference is the chosen class media. For best results, get them from a retailer, a subscription
service, or the Internet.
They may not be free.
Grading and Evaluation
A ＝98 points, B ＝70 points, C ＝42 points.
These grades depend on the level of quantitative production.
Quality and understanding are indirectly assessed in the point system through class participation.
Maximal S grades require of 2 or 4 live presentations from an A grade.
Other combinations for threshold jumps are possible from lower grades.
In addition, participants must attend a minimum of 10 meetings.
Extra absences could be exchanged with successful presentations.
Here is how the sum（99%）can be obtained:
3.3%: A First Task for identification by email（up to 5 points）
3.3%: A Second Task for initial Media Selection by email（up to 5 points）
3.3%: A Media Selection report（plan + audio）in WR00（up to 5 points）
30%: 10 weekly reports（up to 5 points each）
40%: 12 weekly Participation（up to 5 points each）
13%: 4 email presentation（plans + audio）that include 2 MTPs and 2 VTPs（up to 5 points each）
6.1%: 4 live presentations for 1 threshold jump（no points）if achieved successfully. They may include OQPs.
Other
You may reach the instructor with the email address and GUGIN that are given in the first meeting and
afterward. You must send the email tasks from your school mailer. The WRs are always uploaded to the
school portal.
The YEAR SEMESTER a or b GUGIN（ex: 2031b P67）should always be used in the subject box, which
identifies you as a participant in my past or present courses. I do not answer unidentified messages that
do not use GUGIN. If you don’
t have GUGIN, please come to class and ask for it.
Notice that all classes occur in Zoom, even when we are present in person in the classroom.
Classes are real-time delivery that rely on spoken and written participation through an online device.
Joining a meeting without an appropriate device is at your own risk.
Participants may not be able to reach maximum points without written-recorded participation.
The autonomous and active method of learning suggested in this course demands some diligence and perseverance. Once you understand how it works, it carries you to a greater understanding. Yet, whatever
the skills you wish to improve, active speaking practice is always needed for improvement in a language.
This course offers to you that opportunity too.
Thank you for your progressive understanding!

Course Contents
Most of the specific contents cannot be described in advance, even the target media to share common
understanding is decided along the way by group consensus as soon as possible.
Abbreviations:
#=Digit / M##=Meeting ## / FT= First Task / MS= Media Selection / Demo=Demonstration /
->=Study / LG##=Learning Guide ## / PP= Preparation Portal / MSP=Media Selection Project /
QQ= Quiz Question / WR##=Weekly Report ## / MT##=Media Time ## /
OQP#= Online Quiz Project # / MTP#=Media Time Project # / VTP#=Video Tube Project # /
PT= Presentation Time
M01: FT / MS / Demo
-> LG00: PP + This syllabus.
M02: MSP and Survey / Demo
-> LG01: QQ（Rules and Model）/ WR## template
M03: WR00 / MT01 / Demo
-> LG02: OQP#
M04: WR01 / MT02 / Demo
-> LG03: MTP#
M05: WR02 / MT03 / Demo
-> LG04: VTP#
M06: WR03 / MT04 / PT
M07: WR04 / MT05 / PT
M08: WR05 / MT06 / PT
M09: WR06 / MT07 / PT
M10: WR07 / MT08 / PT
M11: WR08 / MT09 / PT
M12: WR09 / MT10 / PT
M13: WR10 / MT11 / PT
M14: PT
Prerequisites and Registration requirements
This course is conducted in English entirely. It includes instructions, guiding documents（including this
syllabus）
, and model templates in English only. Participants need to explore, play and use online tools（like
dictionaries, translators, audio recorders, quiz makers, search engines, chat boards, etc.）to share mutual
understanding in English. This is how participants can improve by themselves. Thus, sharing is the key.
Are you willing to share what you produce? That is the main prerequisite. Most of the note-taking and
sharing are made with online tools through computers. Though classes are meant to be in person, the use
of computers in class is required simultaneously.
You should attend the FIRST MEETING: 1- to confirm your registration; 2- to get Guy’s Unique
Group Identification Number（GUGIN）
; 3- to get the URL for the target material; and 4- to get the email
address to send the email tasks. Without them, you will start at a loss and be lost, unless you are willing to
get help from someone in the class. Still, without a GUGIN, you won’
t exist on my list until you ask for it
in class directly in order to send your data in the format instructed in the First Task.
Preparation and Review
Be willing to prepare for class with the learning guides and templates for about 15 minutes a day.
Sharing notes during class is counted as participation.
Those notes are used to compose QQs after each class as a part of the weekly assignment.
Thus, participating in the weekly REVISION time and SHARING time become very easy.
For everyone（from beginners to high achievers）,it is recommended to consult the media in advance on
your own if the class notes are insufficient. This would help composing quiz questions for the weekly MEDIA time review. These questions are presented during class. They provide more participation points.
The PRESENTATION time is meant for the ones who want a boost with projects（or need to pass this
course successfully without having to participate actively in every meeting）. This is the win-win shortcut
to help others to understand and help oneself to improve by doing so. Every participant is given the opportunity to try the 3 kinds of project within the WR. Afterwards, the projects may be presented in class directly.
Textbook（s）
There is no textbook to buy. The English material（under the form of Learning Guides and templates）
is accessible with online devices. The instructor’
s Preparation Portal contains all the necessary details.
Reference（s）
The best reference is the chosen class media. For best results, get them from a retailer, a subscription
service, or the Internet.
They may not be free.
Grading and Evaluation
A ＝98 points, B ＝70 points, C ＝42 points.
These grades depend on the level of quantitative production.
Quality and understanding are indirectly assessed in the point system through class participation.
Maximal S grades require of 2 or 4 live presentations from an A grade.
Other combinations for threshold jumps are possible from lower grades.
In addition, participants must attend a minimum of 10 meetings.
Extra absences could be exchanged with successful presentations.
Here is how the sum（99%）can be obtained:
3.3%: A First Task for identification by email（up to 5 points）
3.3%: A Second Task for initial Media Selection by email（up to 5 points）
3.3%: A Media Selection report（plan + audio）in WR00（up to 5 points）
30%: 10 weekly reports（up to 5 points each）
40%: 12 weekly Participation（up to 5 points each）
13%: 4 email presentation（plans + audio）that include 2 MTPs and 2 VTPs（up to 5 points each）
6.1%: 4 live presentations for 1 threshold jump（no points）if achieved successfully. They may include OQPs.
Other
You may reach the instructor with the email address and GUGIN that are given in the first meeting and
afterward. You must send the email tasks from your school mailer. The WRs are always uploaded to the
school portal.
The YEAR SEMESTER a or b GUGIN（ex: 2031b P67）should always be used in the subject box, which
identifies you as a participant in my past or present courses. I do not answer unidentified messages that
do not use GUGIN. If you don’
t have GUGIN, please come to class and ask for it.
Notice that all classes occur in Zoom, even when we are present in person in the classroom.
Classes are real-time delivery that rely on spoken and written participation through an online device.
Joining a meeting without an appropriate device is at your own risk.
Participants may not be able to reach maximum points without written-recorded participation.
The autonomous and active method of learning suggested in this course demands some diligence and
perseverance. Once you understand how it works, it carries you to a greater understanding. Yet, whatever
the skills you wish to improve, active speaking practice is always needed for improvement in a language.
This course offers to you that opportunity too.
Thank you for your progressive understanding!
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総合科目
外国語科目群＜第二外国語＞

第二外国語

科目ナンバー：
科

目

名

ドイツ語Ⅰについて

単位数

科目ナンバー：(AG)LAN121N
担当者

科

目

名

ドイツ語Ⅰa 農学科

各1単位

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
日本とドイツ語圏との結びつきは長く深いもので，私たちはドイ
ツから医学・光学器械といった自然科学の知識をはじめ，音楽や美
術，哲学，文学など人間の創造的分野でもさまざまな影響をうけて
きました。そして現在，農学部が重要な課題のひとつとして取り組
んでいる環境問題の分野においてドイツが世界をリードしているこ
とはよく知られています。
意外と思われるかもしれませんが，ドイツ語はヨーロッパで最も
多くの人に話されている言語です。ドイツ語を学ぶことによって，
欧州の最先端の情報に直接ふれることも意味のあることといえます。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A
に対応する科目です。
授業内容
主に文法に重点をおいて，初級ドイツ語を学びます。
発音も重視し，日常的なやさしい表現も習得しながら，１年間で
初級文法のあらましを学びます。ごく簡単な会話ができ，やさしい
文章なら辞書を用いて自分で読める水準に達することを目標にして
います。またドイツ語の文法はきわめて論理的であるため，思考の
訓練にも役立つと考えています。

履修上の注意
語学の学習は，予習・復習なしには成り立ちません。初級クラス
では音声データ等を活用して，授業中に習ったことをしっかりと身
につけ，つぎの段階に進む基礎を作っていく必要があります。
必修単位が修得できなかった場合は，次のとおりです。
「ドイツ語Ⅰ a」の単位が修得できなかった場合，次年度以降の「ド
イツ語Ⅰ a」の授業（学科は問いません）から１つを選択し，所定
の単位数を修得しなければなりません。
「ドイツ語Ⅰ b」の単位が修得できなかった場合も同様で，次年
度以降の「ドイツ語Ⅰ b」の授業を再履修し，所定の単位数を取得
しなければなりません。

単位数
1単位

担当者
前田

智

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
ドイツ語文法の学習と演習を通じて初級ドイツ語の知識を身につ
けます。
《授業の達成目標》
日本とドイツの結びつきは非常に古く、私たちはドイツから医学、
光学器械といった科学的な知識をはじめ、音楽や美術、哲学、文学
など人間の創造分野でもさまざまな影響を受けてきました。そして
現在、農学部が重要な課題のひとつとして取り組んでいる環境問題
において、ドイツが世界をリードしていることはよく知られていま
す。
意外と思われるかもしれませんが、ドイツ語はヨーロッパで最も
多くの人に話されている言語なのです。ドイツ語を学ぶことによっ
て、最先端の情報に直接ふれることも意味のあることと思います。
授業内容
第1回 ：a : イントロダクション（ドイツ語学習がめざすもの）
b : 発音
第2回 ：Lektion 1 規則変化動詞、動詞の位置（語順）
第3回 ：Lektion 2 sein と haben、名詞の性と数
第4回 ：Lektion 3 冠詞と名詞の格変化
第5回 ：Lektion 4 不規則変化動詞、命令形
第6回 ：Lektion 5 定冠詞類／不定代名詞、指示代名詞／疑問代名
詞
第7回 ：Lektion 6 人称代名詞の格変化、前置詞の格支配
第8回 ：Lektion 7 話法の助動詞／未来形、従属の接続詞と定動詞
の位置
第9回 ：演習 1
第10回 ：演習 2
第11回 ：演習 3
第12回 ：演習 4
第13回 ：演習 5
第14回 ：a : 試験 b : 授業
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
語学の勉強は継続が大切です。授業には必ず紙の独和辞典（下記
の「参考書」を閲覧のこと）を持参してください。ドイツ語専用の
授業ノート（大学ノート等を使用のこと）で復習を必ず行って授業
に参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容
各担当者の指示に従って下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容
シラバスで指定した範囲を読み、教科書を予め読んでおいてくだ
さい。

教科書
教科書販売所の教科書一覧に従って購入してください。

教科書
『わかるぞドイツ語！みえるぞドイツ！WEB 改訂版』 春日正男、
松澤淳 2022年 朝日出版社
参考書
『クラウン独和辞典』（三省堂）
『アクセス独和辞典』（三修社）
『アポロン独和辞典』（同学社）

参考書
各科目のシラバスを参照。
成績評価の方法
担当者の指示に従うこと。

成績評価の方法
定期試験 70％
平常点
30％（課題の解答と授業態度）

その他
尚，さらに会話表現を身につけたいと考える学生は，学部間共通
外国語科目（MLP）の「ドイツ語会話」，夏期に実施される「ドイ
ツ語会話（集中講座）」などについての説明も参照のこと。

その他
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科目ナンバー：(AG)LAN121N
科

目

名

ドイツ語Ⅰa 農芸化学科

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN121N
担当者
金子

科

《授業の概要》
教科書に基づいてまず文法を学び、練習問題を用いて作文を行い
ます。
授業内容
第１回：a: イントロダクション b: 発音のルール
第２回：人称代名詞と人称変化
第３回：名詞と冠詞１
第４回：名詞と冠詞２
第５回：不規則変化動詞・命令形
第６回：人称代名詞の3格と4格
第７回：名詞の複数形・冠詞類
第８回：kein と nicht の使い方
第９回：否定疑問の答え方
第１０回：前置詞１
第１１回：前置詞２
第１２回：読解演習１
第１３回：読解演習２
第１４回：まとめ

名

ドイツ語Ⅰa 生命科学科

祥之

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
ドイツ語を読み・書き・話すためのツールである基礎文法及び発
音を学んでいきます。まずは基本的な発音のルールから始めていき
ます。最終的には辞書を使って簡単なドイツ語の文を読み・書くこ
とができるようになることが目標です。ドイツ語圏の文化や社会に
関する解説も適宜加えていきます。

目

単位数
1単位

担当者
前田

智

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
ドイツ語文法の学習と演習を通じて初級ドイツ語の知識を身につ
けます。
《授業の達成目標》
日本とドイツの結びつきは非常に古く、私たちはドイツから医学、
光学器械といった科学的な知識をはじめ、音楽や美術、哲学、文学
など人間の創造分野でもさまざまな影響を受けてきました。そして
現在、農学部が重要な課題のひとつとして取り組んでいる環境問題
において、ドイツが世界をリードしていることはよく知られていま
す。
意外と思われるかもしれませんが、ドイツ語はヨーロッパで最も
多くの人に話されている言語なのです。ドイツ語を学ぶことによっ
て、最先端の情報に直接ふれることも意味のあることと思います。
授業内容
第1回 ：a : イントロダクション（ドイツ語学習がめざすもの）
b : 発音
第2回 ： Lektion 1 規則動詞の現在人称変化
第3回 ： Lektion 2 名詞の性と格、定冠詞、動詞 sein
第4回 ： Lektion 3 不定冠詞、動詞 haben、名詞の複数形、男性弱
変化名詞
第5回 ： Lektion 4 不定冠詞類（所有冠詞、否定冠詞）、人称代名詞、
否定疑問文
第6回 ： Lektion 5 不 規 則 動 詞 の 現 在 人 称 変 化、 命 令形、動詞
werden と wissen
第7回 ： Lektion 6 前置詞
第8回 ： Lektion 7 話法の助動詞、möchte、未来形
第9回 ： 演習 1
第10回 ： 演習 2
第11回 ： 演習 3
第12回 ： 演習 4
第13回 ： 演習 5
第14回 ： a : 試験 b : 授業
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
辞書を一冊用意してください（電子辞書も可）。必要な文法や単
語に関しては授業時に解説いたします。
準備学習（予習・復習等）の内容
入念に予習を行ってください。不明な部分に関しては放置せずに
必ず質問するよう心掛けてください。
教科書
『アー・ツェット 楽しく学ぶドイツ語』（小野寿美子 中川明
博著 朝日出版社）
参考書
適宜指示いたします。

履修上の注意
語学の勉強は継続が大切です。授業には必ず紙の独和辞典（下記
の「参考書」を閲覧のこと）を持参してください。ドイツ語専用の
授業ノート（大学ノート等を使用のこと）で復習を必ず行って授業
に参加すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
シラバスで指定した範囲を読み、教科書を予め読んでおいてくだ
さい。
教科書
『フリューゲル ー CEFR を意識したドイツ語文法』 清水翔
太、嶋崎啓、小原森生 2021年 朝日出版社
参考書
『クラウン独和辞典』（三省堂）
『アクセス独和辞典』（三修社）
『アポロン独和辞典』（同学社）

成績評価の方法
授業評価（30パーセント）及び定期テスト（70パーセント）

成績評価の方法
定期試験 70％
平常点
30％（課題の解答と授業態度）

その他
連絡先：初回授業時に示します。

その他
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科目ナンバー：(AG)LAN121N
科

目

名

ドイツ語Ⅰa 食料環境政策学科

科目ナンバー：(AG)LAN121N

単位数
1単位

担当者
辻

科

授業内容
第１回：オリエンテーション（ドイツ語について）
第２回：Lektion 1: 人称代名詞、動詞の現在人称変化 （1）、sein（英
語の be）、haben（英語の have）の現在人称変化。定動詞
の位置
第３回：Lektion 1:（前回の続き）
第４回：Lektion 1:（前回の続き）
第５回：Lektion 2: 名詞の性・定冠詞（英語の the）と名詞の格変
化、不定冠詞（英語の a/an）と名詞と格変化、名詞の複
数形
第６回：Lektion 2:（前回の続き）
第７回：Lektion 3: 動詞の現在人称変化 （2）、定冠詞類（dieser 型）
の格変化、不定冠詞類（mein の型）の格変化
第８回：Lektion 3:（前回の続き）
第９回：Lektion 4: 前置詞の格支配、前置詞と定冠詞の融合形
第１０回：Lektion 4:（前回の続き）
第１１回：Lektion 5: 並列接続詞、従属接続詞、人称代名詞、3格
目的語と4格目的語の語順、数詞
第１２回：Lektion 5:（前回の続き）
第１３回：今学期のまとめ
第１４回：テストと解説

名

ドイツ語Ⅰb 農学科

朋季

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
ドイツ語の文法の基礎を一つ一つ着実に学んでいきます。学習し
た内容をもとに、辞書を使ってドイツ語の文章を正確に読み解ける
ようにすること、また基本的な表現を覚えたり、聞き取りの力を養っ
たりするのが狙いです。現代のドイツ事情や日本とドイツのつなが
りなどについても適宜解説を加えていきます。
《授業の概要》
教科書に従って、各課ともまず文法事項を学んだうえで、会話文
を講読し、内容を把握していきます。

目

単位数
1単位

担当者
前田

智

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
ドイツ語文法の学習と演習を通じて初級ドイツ語の知識を身につ
けます。
《授業の達成目標》
日本とドイツの結びつきは非常に古く、私たちはドイツから医学、
光学器械といった科学的な知識をはじめ、音楽や美術、哲学、文学
など人間の創造分野でもさまざまな影響を受けてきました。そして
現在、農学部が重要な課題のひとつとして取り組んでいる環境問題
において、ドイツが世界をリードしていることはよく知られていま
す。
意外と思われるかもしれませんが、ドイツ語はヨーロッパで最も
多くの人に話されている言語なのです。ドイツ語を学ぶことによっ
て、最先端の情報に直接ふれることも意味のあることと思います。
授業内容
第1回： a : イントロダクション（ドイツ語学習がめざすもの）
b : Lektion 8 分離動詞／再帰動詞／es の用法
第2回 ： Lektion 9 形容詞の格変化、形容詞の名詞化
第3回 ： Lektion 10 動詞の3基本形、過去人称変化
第4回 ： Lektion 11 完了形
第5回 ： Lektion 12 関係代名詞
第6回 ： Lektion 13 比較／現在分詞／zu 不定詞
第7回 ： Lektion 14 受動
第8回 ： Lektion 15 接続法
第9回 ： 演習1
第10回 ： 演習 2
第11回 ： 演習 3
第12回 ： 演習 4
第13回 ： 演習 5
第14回 ： a : 試験 b : 授業
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
予習を前提に授業を進めますので、必ず準備してくること。
学生の主体的な授業参加が求められます。
無断欠席が4回以上ある場合、履修意思がないものと判断します。

履修上の注意
語学の勉強は継続が大切です。授業には必ず紙の独和辞典（下記
の「参考書」を閲覧のこと）を持参してください。ドイツ語専用の
授業ノート（大学ノート等を使用のこと）で復習を必ず行って授業
に参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容
毎回、復習のための練習問題または読解を次週までの課題とする
ので、課題を通して授業で扱った事柄の復習に努めて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容
シラバスで指定した範囲を読み、教科書を予め読んでおいてくだ
さい。

教科書
『ドイツ語、始めてみよう』、伊藤眞・髙橋幸雄・木村高明著、同
学社、2022年。

教科書
『わかるぞドイツ語！みえるぞドイツ！WEB 改訂版』 春日正男、
松澤淳 2022年 朝日出版社

参考書
独和辞典（できれば紙のものが望ましい：初回授業時に紹介しま
す）は必ず持参すること。初級文法は、『だいたいで楽しいドイツ
語入門』、辻朋季著、三修社、2014年などを参照。

参考書
『クラウン独和辞典』（三省堂）
『アクセス独和辞典』（三修社）
『アポロン独和辞典』（同学社）

成績評価の方法
定期試験7割、平常点（出席・授業参加・小テストなど）3割。

成績評価の方法
定期試験 70％
平常点
30％（課題の解答と授業態度）

その他
研究室は第一校舎3号館407号室、オフィスアワーは授業時に伝
えます。

その他

― 134 ―

科目ナンバー：(AG)LAN121N
科

目

名

ドイツ語Ⅰb 農芸化学科

科目ナンバー：(AG)LAN121N

単位数
1単位

担当者
金子

科

《授業の概要》
教科書に基づいてまず文法を学び、練習問題を用いて作文を行い
ます。
授業内容
第１回：a: イントロダクション b: 春学期内容の確認
第２回：話法の助動詞
第３回：従属接続詞の使い方
第４回：形容詞の使い方１：付加語的用法
第５回：形容詞の使い方２：比較
第６回：分離・非分離動詞
第７回：zu 不定詞
第８回：過去時制１ 動詞の3基本形
第９回：過去時制２ 完了形
第１０回：過去時制３ 過去形
第１１回：再帰表現
第１２回：読解演習１
第１３回：読解演習２
第１４回：まとめ

名

ドイツ語Ⅰb 生命科学科

祥之

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
春学期同様に、教科書に沿って基礎文法及び発音を学んでいきま
す。秋学期は助動詞の使い方から再開し、過去時制を中心に学んで
いきます。

目

単位数
1単位

担当者
前田

智

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
ドイツ語文法の学習と演習を通じて初級ドイツ語の知識を身につ
けます。
《授業の達成目標》
日本とドイツの結びつきは非常に古く、私たちはドイツから医学、
光学器械といった科学的な知識をはじめ、音楽や美術、哲学、文学
など人間の創造分野でもさまざまな影響を受けてきました。そして
現在、農学部が重要な課題のひとつとして取り組んでいる環境問題
において、ドイツが世界をリードしていることはよく知られていま
す。
意外と思われるかもしれませんが、ドイツ語はヨーロッパで最も
多くの人に話されている言語なのです。ドイツ語を学ぶことによっ
て、最先端の情報に直接ふれることも意味のあることと思います。
授業内容
第1回：a : イントロダクション（ドイツ語学習がめざすもの）
b : Lektion 8 分離動詞と非分離動詞、時刻表現
第2回 ：Lektion 9 動詞の3基本形、現在完了形
第3回 ：Lektion 10 過去形、再帰動詞
第4回 ：Lektion 11 定冠詞類、指示代名詞、不定代名詞、非人称の
es
第5回 ：Lektion 12 形容詞の格語尾変化、形容詞の名詞化、比較級・
最上級
第6回 ：Lektion 13 接続詞、間接疑問文、関係代名詞、zu 不定詞
第7回 ：Lektion 14 受動態
第8回 ：Lektion 15 接続法（その１）
第9回 ：Lektion 16 接続法（その２）
第10回 ：演習 1
第11回 ：演習 2
第12回 ：演習 3
第13回 ：演習 4
第14回 ：a : 試験 b : 授業
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
語学の勉強は継続が大切です。授業には必ず紙の独和辞典（下記
の「参考書」を閲覧のこと）を持参してください。ドイツ語専用の
授業ノート（大学ノート等を使用のこと）で復習を必ず行って授業
に参加すること。

履修上の注意
教科書のほかに辞書を必ず持参してください。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で学習した事柄に関しては必ず復習を行うよう心掛けてくだ
さい。
教科書
『アー・ツェット
著 朝日出版社）

楽しく学ぶドイツ語』（小野寿美子

参考書

中川明博

準備学習（予習・復習等）の内容
シラバスで指定した範囲を読み、教科書を予め読んでおいてくだ
さい。
教科書
『フリューゲル ー CEFR を意識したドイツ語文法』 清水翔
太、嶋崎啓、小原森生 2021年 朝日出版社
参考書
『クラウン独和辞典』（三省堂）
『アクセス独和辞典』（三修社）
『アポロン独和辞典』（同学社）

成績評価の方法
授業評価3割、定期テスト7割から算出します。

成績評価の方法
定期試験 70％
平常点
30％（課題の解答と授業態度）

その他
ドイツ語検定試験（4級以上）にも挑戦してください。

その他
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科目ナンバー：(AG)LAN121N
科

目

名

ドイツ語Ⅰb 食料環境政策学科

科目ナンバー：

単位数
1単位

担当者
辻

科

授業内容
第１回：春学期の復習
第２回：Lektion 6: 形容詞の格変化、形容詞の名詞化
第３回：Lektion 6:（前回の続き）
第４回：Lektion 7: 動詞の三基本形、haben/sein/werden の三基
本形、過去分詞に ge--- の付かない動詞、過去人称変化
第５回：Lektion 7:（前回の続き）
第６回：Lektion 7:（前回の続き）
第７回：Lektion 8: 分離動詞、非分離動詞、zu 不定詞
第８回：Lektion 8:（前回の続き）
第９回：Lektion 9: 話法の助動詞、再帰代名詞、再帰動詞
第１０回：Lektion 9:（前回の続き）
第１１回：Lektion 10: 未来形、完了形
第１２回：Lektion 10:（前回の続き）
第１３回：今学期のまとめ
第１４回：テストと解説

履修上の注意
予習を前提に授業を進めますので、必ず準備してくること。
学生の主体的な授業参加が求められます。
無断欠席が4回以上ある場合、履修意思がないものと判断します。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回、復習のための練習問題または読解を次週までの課題とする
ので、課題を通して授業で扱った事柄の復習に努めて下さい。
教科書
『ドイツ語、始めてみよう』、伊藤眞・髙橋幸雄・木村高明著、同
学社、2022年。

名

ドイツ語Ⅱについて

朋季

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
ドイツ語の文法の基礎を一つ一つ着実に学んでいきます。学習し
た内容をもとに、辞書を使ってドイツ語の文章を正確に読み解ける
ようにすること、また基本的な表現を覚えたり、聞き取りの力を養っ
たりするのが狙いです。現代のドイツ事情や日本とドイツのつなが
りなどについても適宜解説を加えていきます。
《授業の概要》
教科書に従って、各課ともまず文法事項を学んだうえで、会話文
を講読し、内容を把握していきます。

目

単位数

担当者

各1単位

授業の概要・到達目標
日本とドイツ語圏との結びつきは長く深いもので，私たちはドイ
ツから医学・光学器械といった自然科学の知識をはじめ，音楽や美
術，哲学，文学など人間の創造的分野でもさまざまな影響をうけて
きました。そして現在，農学部が重要な課題のひとつとして取り組
んでいる環境問題の分野においてドイツが世界をリードしているこ
とはよく知られています。
意外と思われるかもしれませんが，ドイツ語はヨーロッパで最も
多くの人に話されている言語です。ドイツ語を学ぶことによって，
欧州の最先端の情報に直接ふれることも意味のあることといえます。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A
に対応する科目です。
授業内容
主に読解に重点をおいて，初級ドイツ語を学びます。
発音も重視し，日常的なやさしい表現も習得しながら，１年間で
初級文法のあらましを学びます。ごく簡単な会話ができ，やさしい
文章なら辞書を用いて自分で読める水準に達することを目標にして
います。

履修上の注意
語学の学習は，予習・復習なしには成り立ちません。初級クラス
では音声データ等を活用して，授業中に習ったことをしっかりと身
につけ，つぎの段階に進む基礎を作っていく必要があります。
必修単位が修得できなかった場合は，次のとおりです。
「ドイツ語Ⅱ a」の単位が修得できなかった場合，次年度以降の「ド
イツ語Ⅱ a」の授業（学科は問いません）から１つを選択し，所定
の単位数を修得しなければなりません。
「ドイツ語Ⅱ b」の単位が修得できなかった場合も同様で，次年
度以降の「ドイツ語Ⅱ b」の授業を再履修し，所定の単位数を取得
しなければなりません。
準備学習（予習・復習等）の内容
各担当者の指示に従って下さい。
教科書
教科書販売所の教科書一覧に従って購入してください。

参考書
独和辞典（できれば紙のものが望ましい）は必ず持参すること。
初級文法は、『だいたいで楽しいドイツ語入門』、辻朋季著、三修社、
2014年などを参照。

参考書
各科目のシラバスを参照。

成績評価の方法
定期試験7割、平常点（出席・授業参加・小テストなど）3割。

成績評価の方法
担当者の指示に従うこと。

その他

その他
尚，さらに会話表現を身につけたいと考える学生は，学部間共通
外国語科目（MLP）の「ドイツ語会話」，夏期に実施される「ドイ
ツ語会話（集中講座）」などについての説明も参照のこと。
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科目ナンバー：(AG)LAN121N
科

目

名

ドイツ語Ⅱa 農学科

科目ナンバー：(AG)LAN121N

単位数
1単位

担当者
辻

科

授業内容
第１回：オリエンテーション（ドイツ語について）
第２回：Lektion 0: 発音
第３回：Lektion 1: 動詞の変化 （1） と定動詞の位置
第４回：Lektion 2: 動詞の変化 （2） と最重要動詞
第５回：Lektion 3: 人称代名詞の格変化と形式的な es
第６回：Lektion 4: 名詞の性と定冠詞
第７回：Lektion 5: 不定冠詞とその仲間
第８回：Lektion 6: 冠詞類（2格、3格）
第９回：Lektion 7: 前置詞の格支配 （1）
第10回：Lektion 8: 前置詞の格支配 （2）
第11回：Lektion 9: 名詞の複数形・男性弱変化名詞・基数
第12回：Lektion 10: 時刻の表現・非人称の es。序数
第13回：Lektion 11: 再帰代名詞・定動詞の位置（副文）
第14回：今学期のまとめとテスト

名

ドイツ語Ⅱa 農芸化学科

朋季

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
ドイツ語の初級文法を学びながら、ドイツ語圏で日常的に使われ
る様々な表現（特に話し言葉）を習得していきます。また辞書を使っ
てドイツ語の基本的な構文を読み解く力を養うとともに、教科書の
会話文で扱われたテーマに関しても適宜補足し、ドイツの日常生活
や社会的・文化的背景も学んでいきます。この科目は、農学科食糧
生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＡに対応します。
《授業の概要》
教科書に従って、各課ともまず文法事項を学んだ後に、会話文の
読解を行い、そこで使用された表現や言い回しを習得していきます。

目

単位数
1単位

担当者
木村

裕一

授業の概要・到達目標
〈概要〉
この授業ではドイツ語を初めて学ぶ人を対象に、簡単な会話表現
や、DVD 教材を用いた聞き取り・発音の練習をしていきます。また、
使用する DVD 教材にはドイツの日常風景がテーマごとに収録され
ており、語学学習と同時にドイツ語圏の文化や社会について関心を
もってもらうことも目的としています。少しでも第二外国語学習の
モチベーションを高めてもらうために、できるだけ無理なく楽しく
授業していきたいと思います。
それぞれ2回の授業を使って1つの課を進める予定です。
各課ごとに、期末課題である「ドイツ語で自分について話すこと」
に使えそうな表現を１つずつ学習していきます。
〈到達目標〉
自分にかかわることがらについて質問されたドイツ語に対し、ド
イツ語で適切に答えられるようになることを目指します。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の A に対応する
科目です。
授業内容
第１回：ガイダンス
第2回 : ドイツ語の発音規則
第3回： Lektion 1 Markt （1）
第4回： Lektion 1 Markt （2）
第5回： Lektion 2 Bier und Wein （1）
第6回： Lektion 2 Bier und Wein （2）
第7回： Lektion 3 Drinnen und draussen （1）
第8回： Lektion 3 Drinnen und draussen （2）
第9回： Lektion 4 Sehenswuerdigkeiten （1）
第10回： Lektion 4 Sehenswuerdigkeiten （2）
第11回： Lektion 5 In der Stadt （1）
第12回： Lektion 5 In der Stadt （2）
第13回： ドイツ映画鑑賞 （1）
第14回：a：ドイツ映画鑑賞 （2）、b：今学期のまとめ

履修上の注意
予習を前提に授業を進めますので、必ず準備してくること。
学生の主体的な授業参加が求められます。
無断欠席が4回以上ある場合、履修意思がないものと判断します。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回、次の授業の範囲を指示するので、教科書の会話文に目を通
し、辞書をひきながらテキストを読んだり、練習問題を解いたりし
て準備して下さい。
教科書
『ドイツ語で発信！』、倉田勇治著、白水社、2020年。
参考書
独和辞典（できれば紙のものが望ましい：初回授業時に紹介しま
す）は必ず持参すること。初級文法は、『だいたいで楽しいドイツ
語入門』、辻朋季著、三修社、2014年などを参照。
成績評価の方法
定期試験7割、平常点（出席・授業参加・小テストなど）3割。
その他
研究室は第一校舎3号館407号室（ドイツ語研究室）、オフィスア
ワーは授業時に伝えます。

履修上の注意
・対面授業における10分以上の遅刻は、理由にかかわらず、3回で
1回分の欠席とみなします。
・4回以上の欠席（オンデマンド授業の場合は、４回以上の課題未
提出）がある場合、理由や事情について連絡が無い限りは履修意
思がないものと判断し、不合格とします。
・〆切が設定された課題について、〆切は厳守することとし、特別
な事情がない限りは遅延は一切認めず未提出扱いとします。
準備学習（予習・復習等）の内容
〈予習〉
・各課ごとに映像が用意されているので、教科書付属の DVD を閲
覧し、準備すること
・オンデマンド授業の場合、前回までの資料を再読し、自分でポイ
ントなどをまとめて整理しておくこと（索引やノート作成など）
〈復習〉
・各回ごとに学習した会話表現のスペル・発音を正確に再現できる
よう練習すること
・オンデマンド授業の場合、提出課題を解く際に資料内の解説や指
示を再読し、疑問点や質問・コメントなどがあれば提出課題内に
書き込むこと
・小テストがある場合は、そのための準備をすること
教科書
保阪良子『ドイツ・サラダ [DVD 付 ]』朝日出版、2010年、ISBN:
978-4-255-25333-6
参考書
ドイツ語の辞書は必ず購入するようにしてください。
辞書の選び方については、開講時に説明します。
成績評価の方法
小テスト（または提出課題）：８０ %
期末課題（レポート）：２０ %
対面授業では、各課の区切りごと（2回に1回のペース）で、授
業冒頭の15分程度小テストを実施します。聞き取り試験を含むため、
遅刻者に対する再受験や追試は認めませんので、必ず受験するよう
にしてください。
オンライン授業の際には、各回課題を出しますので、指示にした
がって提出してください。
小テスト・課題ともに４回以上未提出の場合、理由や事情につい
て連絡が無い限りは履修意思がないものと判断し、不合格とします。
期末レポート課題については、授業内で指示します。
その他
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科目ナンバー：(AG)LAN121N
科

目

名

ドイツ語Ⅱa 生命科学科

科目ナンバー：(AG)LAN121N

単位数

担当者

科

1単位

羽田野まち子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
ドイツ語の読解力の基礎を養うこと。また、ドイツ語の学習を通
してヨーロッパ（とくにドイツ語圏）の文化・社会についての理解
を深める。
《授業の概要》
ドイツ語初習者を対象に、ドイツ語文法の基礎的な知識を身につ
け、1年後には簡単なドイツ語を自力で読んだり書いたり話したり
できるように練習をしていく。
授業内容
第１回：a. イントロダクション
b. Lektion 0：発音
第２回：Lektion 1: 動詞の現在人称変化 （１）
第３回：Lektion 1: 動詞の現在人称変化 （２）
第４回：Lektion 2 : 名詞の性と格
第５回：Lektion 2 : 定冠詞と不定冠詞の格変化
第６回：Lektion 3 : 不規則変化動詞
第７回：Lektion 3 : 人称代名詞
第８回：Lektion 4 : 定冠詞類・不定冠詞類 （１）
第９回：Lektion 4：定冠詞類・不定冠詞類 （２）
第10回：Lektion 5 : 前置詞の格支配 （１）
第11回：Lektion 5 : 前置詞の格支配 （２）
第12回：Lektion 6 : 名詞の複数形
第13回：Lektion 6 : 形容詞の格変化
第14回：a. 春学期のまとめ
b. 定期試験

名

ドイツ語Ⅱa 食料環境政策学科

単位数
1単位

担当者
木村

裕一

授業の概要・到達目標
〈概要〉
この授業ではドイツ語を初めて学ぶ人を対象に、簡単な会話表現
や、DVD 教材を用いた聞き取り・発音の練習をしていきます。また、
使用する DVD 教材にはドイツの日常風景がテーマごとに収録され
ており、語学学習と同時にドイツ語圏の文化や社会について関心を
もってもらうことも目的としています。少しでも第二外国語学習の
モチベーションを高めてもらうために、できるだけ無理なく楽しく
授業していきたいと思います。
それぞれ2回の授業を使って1つの課を進める予定です。
各課ごとに、期末課題である「ドイツ語で自分について話すこと」
に使えそうな表現を１つずつ学習していきます。
〈到達目標〉
自分にかかわることがらについて質問されたドイツ語に対し、ド
イツ語で適切に答えられるようになることを目指します。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の A に対応する
科目です。
授業内容
第１回：ガイダンス
第2回 : ドイツ語の発音規則
第3回： Lektion 1 Markt （1）
第4回： Lektion 1 Markt （2）
第5回： Lektion 2 Bier und Wein （1）
第6回： Lektion 2 Bier und Wein （2）
第7回： Lektion 3 Drinnen und draussen （1）
第8回： Lektion 3 Drinnen und draussen （2）
第9回： Lektion 4 Sehenswuerdigkeiten （1）
第10回： Lektion 4 Sehenswuerdigkeiten （2）
第11回： Lektion 5 In der Stadt （1）
第12回： Lektion 5 In der Stadt （2）
第13回： ドイツ映画鑑賞 （1）
第14回：a：ドイツ映画鑑賞 （2）、b：今学期のまとめ

履修上の注意
事前に必ず辞書をひいて予習をしてくること。また授業には毎回
辞書を持参すること。なお、５回以上の欠席は履修放棄と見なしま
す。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習としては、教科書の文法説明に目を通し（できれば発音もし
ておきましょう）、Dialog の発音を練習しながらわからない単語は
辞書で調べておくこと。また、練習問題を解いておくようにしましょ
う。その際、完璧な日本語訳を作ってくる必要はないので、文の構
造を考え、学習する（した）文法事項を確認しながら意味をとって
おくことが大事です。
復習は、教科書に出てきた単語を覚えること。そして、テクスト
を音読したり、音声を聞いたりしながら、学習した文法事項を再度
確認してください。そして、わからないことがあった場合は、次の
授業で質問して解決できるように準備してください。
教科書
『パノラマ・エクスプレス 初級ドイツ語ゼミナール』、上野成利・
本田雅也著、白水社（￥2000＋税）
参考書
授業内で適宜紹介します。辞書についても初回の授業で案内をし
ます。
成績評価の方法
期末試験 60%

目

平常点（授業への参加度、小テストなど）40%

その他
語学は練習と実践が大事です。授業に積極的に参加して下さい。
なお、授業中のスマホ使用は、辞書としての使用も含めて全面的に
禁止します。

履修上の注意
・対面授業における10分以上の遅刻は、理由にかかわらず、3回で
1回分の欠席とみなします。
・4回以上の欠席（オンデマンド授業の場合は、４回以上の課題未
提出）がある場合、理由や事情について連絡が無い限りは履修意
思がないものと判断し、不合格とします。
・〆切が設定された課題について、〆切は厳守することとし、特別
な事情がない限りは遅延は一切認めず未提出扱いとします。
準備学習（予習・復習等）の内容
〈予習〉
・各課ごとに映像が用意されているので、教科書付属の DVD を閲
覧し、準備すること
・オンデマンド授業の場合、前回までの資料を再読し、自分でポイ
ントなどをまとめて整理しておくこと（索引やノート作成など）
〈復習〉
・各回ごとに学習した会話表現のスペル・発音を正確に再現できる
よう練習すること
・オンデマンド授業の場合、提出課題を解く際に資料内の解説や指
示を再読し、疑問点や質問・コメントなどがあれば提出課題内に
書き込むこと
・小テストがある場合は、そのための準備をすること
教科書
保阪良子『ドイツ・サラダ [DVD 付 ]』朝日出版、2010年、ISBN:
978-4-255-25333-6
参考書
ドイツ語の辞書は必ず購入するようにしてください。
成績評価の方法
小テスト（または提出課題）：８０ %
期末課題（レポート）：２０ %
対面授業では、各課の区切りごと（2回に1回のペース）で、授
業冒頭の15分程度小テストを実施します。聞き取り試験を含むため、
遅刻者に対する再受験や追試は認めませんので、必ず受験するよう
にしてください。
オンライン授業の際には、各回課題を出しますので、指示にした
がって提出してください。
小テスト・課題ともに４回以上未提出の場合、理由や事情につい
て連絡が無い限りは履修意思がないものと判断し、不合格とします。
期末レポート課題については、授業内で指示します。
その他
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科目ナンバー：(AG)LAN121N
科

目

名

ドイツ語Ⅱb 農学科

科目ナンバー：(AG)LAN121N

単位数
1単位

担当者
辻

科

授業内容
第１回：Lektion 12: 不規則変化名詞・命令形 :
第２回：Lektion 13 複合名詞とドイツ語の語順
第３回：Lektion 14: 話法の助動詞・未来形
第４回：Lektion 15: zu 不定詞・過去分詞・現在完了形
第５回：Lektion 16: 過去人称変化・婉曲表現
第６回：Lektion 17: 過去完了形・完了不定詞
第７回：Lektion 18: 受動文 （1）
第８回：Lektion 19: 受動文 （2）
第９回：Lektion 20: 形容詞 （1）
第１０回：Lektion 21 形容詞 （2）
第１１回：Lektion 22: 比較級・最上級
第１２回：Lektion 23: 指示代名詞・定関係代名詞
第１３回：Lektion 24: 不定関係代名詞・関係副詞
第１４回：今学期のまとめとテスト

名

ドイツ語Ⅱb 農芸化学科

朋季

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
ドイツ語の初級文法を学びながら、ドイツ語圏で日常的に使われ
る様々な表現（特に話し言葉）を習得していきます。また辞書を使っ
てドイツ語の基本的な構文を読み解く力を養うとともに、教科書の
会話文で扱われたテーマに関しても適宜補足し、ドイツの日常生活
や社会的・文化的背景も学んでいきます。この科目は、農学科食糧
生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＡに対応します。
《授業の概要》
教科書に従って、各課ともまず文法事項を学んだ後に、会話文の
読解を行い、そこで使用された表現や言い回しを習得していきます。

目

単位数
1単位

担当者
木村

裕一

授業の概要・到達目標
〈概要〉
前期に引き続き、簡単な会話表現や、DVD 教材を用いた聞き取り・
発音の練習をしていきます。また、使用する DVD 教材にはドイツ
の日常風景がテーマごとに収録されており、語学学習と同時にドイ
ツ語圏の文化や社会について関心をもってもらうことも目的として
います。少しでも第二外国語学習のモチベーションを高めてもらう
ために、できるだけ無理なく楽しく授業していきたいと思います。
それぞれ2回の授業を使って1つの課を進める予定です。
各課ごとに、期末課題である「ドイツ語で自分について話すこと」
に使えそうな表現を１つずつ学習していきます。
〈到達目標〉
自分にかかわることがらについて質問されたドイツ語に対し、ド
イツ語で適切に答えられるようになることを目指します。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の A に対応する
科目です。
授業内容
第１回： Lektion 6 Alte Staedte（1）
第2回： Lektion 6 Alte Staedte（2）
第3回： Lektion 7 Brot （1）
第4回： Lektion 7 Brot （2）
第5回： Lektion 8 Fussball （1）
第6回： Lektion 8 Fussball （2）
第7回： Lektion 9 Berlin （1）
第8回： Lektion 9 Berlin （2）
第9回： Lektion 10 Kulturvielfalt （1）
第10回： Lektion 10 Kulturvielfalt （2）
第11回： Lektion 11 Weihnachten
第12回： Lektion 12 Umwelt
第13回： 口述試験準備
第14回： a：口述試験、b：今学期のまとめ
履修上の注意
・対面授業における10分以上の遅刻は、理由にかかわらず、3回で
1回分の欠席とみなします。
・4回以上の欠席（オンデマンド授業の場合は、４回以上の課題未
提出）がある場合、理由や事情について連絡が無い限りは履修意
思がないものと判断し、不合格とします。
・〆切が設定された課題について、〆切は厳守することとし、特別
な事情がない限りは遅延は一切認めず未提出扱いとします。

履修上の注意
予習を前提に授業を進めますので、必ず準備してくること。
学生の主体的な授業参加が求められます。
無断欠席が4回以上ある場合、履修意思がないものと判断します。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回、次の授業の範囲を指示するので、教科書の説明文に目を通
し、辞書をひきながらテキストを読んだり、練習問題を解いたりし
て準備してくること。
教科書
『ドイツ語で発信！』、倉田勇治著、白水社、2020年。

準備学習（予習・復習等）の内容
〈予習〉
・各課ごとに映像が用意されているので、教科書付属の DVD を閲
覧し、準備すること
・オンデマンド授業の場合、前回までの資料を再読し、自分でポイ
ントなどをまとめて整理しておくこと（索引やノート作成など）
〈復習〉
・各回ごとに学習した会話表現のスペル・発音を正確に再現できる
よう練習すること
・オンデマンド授業の場合、提出課題を解く際に資料内の解説や指
示を再読し、疑問点や質問・コメントなどがあれば提出課題内に
書き込むこと
・小テストがある場合は、そのための準備をすること
教科書
保阪良子『ドイツ・サラダ [DVD 付 ]』朝日出版、2010年、ISBN:
978-4-255-25333-6
参考書
ドイツ語の辞書は必ず購入するようにしてください。
辞書の選び方については、開講時に説明します。

参考書
独和辞典（できれば紙のものが望ましい）は必ず持参すること。
初級文法は、『だいたいで楽しいドイツ語入門』、辻朋季著、三修社、
2014年などを参照。
成績評価の方法
定期試験7割、平常点（出席・授業参加・小テストなど）3割。
その他
研究室は第一校舎3号館407号室（ドイツ語研究室）、オフィスア
ワーは授業時に伝えます。

成績評価の方法
毎回の提出課題（または小テスト）：7０ %
期末課題（口述試験または期末課題）：3０ %
対面授業では、各課の区切りごと（2回に1回のペース）で、授
業冒頭の15分程度小テストを実施します。聞き取り試験を含むため、
遅刻者に対する再受験や追試は認めませんので、必ず受験するよう
にしてください。
オンライン授業の際には、各回課題を出しますので、指示にした
がって提出してください。
小テスト・課題ともに４回以上未提出の場合、理由や事情につい
て連絡が無い限りは履修意思がないものと判断し、不合格とします。
期末課題については、授業内で指示します。
その他
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科目ナンバー：(AG)LAN121N
科

目

名

ドイツ語Ⅱb 生命科学科

科目ナンバー：(AG)LAN121N

単位数

担当者

科

1単位

羽田野まち子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
ドイツ語の読解力の基礎を養うこと。また、ドイツ語の学習を通
してヨーロッパ（とくにドイツ語圏）の文化・社会についての理解
を深める。
《授業の概要》
ドイツ語初習者を対象に、ドイツ語文法の基礎的な知識を身につ
け、簡単なドイツ語を自力で読んだり書いたり話したりできるよう
に練習をしていく。春学期に引き続き、練習問題やテクストの講読
を通じてドイツ語の構造を読み解く力を養っていく。
授業内容
第１回：春学期の復習・確認
第２回：Lektion 7 : 話法の助動詞
第３回：Lektion 7 : 分離動詞
第４回：Lektion 8 : zu 不定詞と従属接続詞
第５回：Lektion 8：再帰代名詞
第６回：Lektion 9 : 動詞の3基本形
第７回：Lektion 9 : 過去形
第８回：Lektion 10 : 現在完了形
第９回：Lektion 10 : 受動態と非人称表現
第10回：Lektion 11：関係代名詞
第11回：Lektion 11 : 比較表現
第12回：Lektion 12 : 接続法 （１）
第13回：Lektion 12：接続法 （２）
第14回：a. 1年間のまとめ
b. 定期試験

名

ドイツ語Ⅱb 食料環境政策学科

単位数
1単位

担当者
木村

裕一

授業の概要・到達目標
〈概要〉
前期に引き続き、簡単な会話表現や、DVD 教材を用いた聞き取り・
発音の練習をしていきます。また、使用する DVD 教材にはドイツ
の日常風景がテーマごとに収録されており、語学学習と同時にドイ
ツ語圏の文化や社会について関心をもってもらうことも目的として
います。少しでも第二外国語学習のモチベーションを高めてもらう
ために、できるだけ無理なく楽しく授業していきたいと思います。
それぞれ2回の授業を使って1つの課を進める予定です。
各課ごとに、期末課題である「ドイツ語で自分について話すこと」
に使えそうな表現を１つずつ学習していきます。
〈到達目標〉
自分にかかわることがらについて質問されたドイツ語に対し、ド
イツ語で適切に答えられるようになることを目指します。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の A に対応する
科目です。
授業内容
第１回： Lektion 6 Alte Staedte（1）
第2回： Lektion 6 Alte Staedte（2）
第3回： Lektion 7 Brot （1）
第4回： Lektion 7 Brot （2）
第5回： Lektion 8 Fussball （1）
第6回： Lektion 8 Fussball （2）
第7回： Lektion 9 Berlin （1）
第8回： Lektion 9 Berlin （2）
第9回： Lektion 10 Kulturvielfalt （1）
第10回： Lektion 10 Kulturvielfalt （2）
第11回： Lektion 11 Weihnachten
第12回： Lektion 12 Umwelt
第13回： 口述試験準備
第14回： a：口述試験、b：今学期のまとめ
履修上の注意
・対面授業における10分以上の遅刻は、理由にかかわらず、3回で
1回分の欠席とみなします。
・4回以上の欠席（オンデマンド授業の場合は、４回以上の課題未
提出）がある場合、理由や事情について連絡が無い限りは履修意
思がないものと判断し、不合格とします。
・〆切が設定された課題について、〆切は厳守することとし、特別
な事情がない限りは遅延は一切認めず未提出扱いとします。

履修上の注意
必ず事前に辞書を引いて教科書の練習問題や読解問題の予習をし
てくること。また授業にも辞書を持参すること。なお、５回以上の
欠席は履修放棄と見なします。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習としては、教科書の文法説明に目を通し、Dialog を発音しな
がらわからない単語を調べて意味をとりましょう。その際、完璧な
日本語訳を作ってくる必要はないので、文の構造を考え、学習した
文法事項を確認しながら読んでおくことが大事です。練習問題も予
め解いておきます。
復習は、教科書に出てきた単語を覚えること。そして、テクスト
を音読したり、音声を聞いたりしながら、学習した文法事項を再度
確認してください。そして、わからないことがあった場合は、次の
授業で質問して解決できるように準備してください。
教科書
『パノラマ・エクスプレス 初級ドイツ語ゼミナール』、上野成利・
本田雅也著、白水社（￥2000＋税）
参考書
授業内で適宜紹介します。
成績評価の方法
期末試験 60%

目

平常点（授業への参加度、小テストなど）40%

その他
語学は練習と実践が大事です。授業に積極的に参加して下さい。
授業中のスマホ使用は、辞書としての使用も含めて禁止します。

準備学習（予習・復習等）の内容
〈予習〉
・各課ごとに映像が用意されているので、教科書付属の DVD を閲
覧し、準備すること
・オンデマンド授業の場合、前回までの資料を再読し、自分でポイ
ントなどをまとめて整理しておくこと（索引やノート作成など）
〈復習〉
・各回ごとに学習した会話表現のスペル・発音を正確に再現できる
よう練習すること
・オンデマンド授業の場合、提出課題を解く際に資料内の解説や指
示を再読し、疑問点や質問・コメントなどがあれば提出課題内に
書き込むこと
・小テストがある場合は、そのための準備をすること
教科書
保阪良子『ドイツ・サラダ [DVD 付 ]』朝日出版、2010年、ISBN:
978-4-255-25333-6
参考書
ドイツ語の辞書は必ず購入するようにしてください。
辞書の選び方については、開講時に説明します。
成績評価の方法
毎回の提出課題（または小テスト）：7０ %
期末課題（口述試験または期末課題）：3０ %
対面授業では、各課の区切りごと（2回に1回のペース）で、授
業冒頭の15分程度小テストを実施します。聞き取り試験を含むため、
遅刻者に対する再受験や追試は認めませんので、必ず受験するよう
にしてください。
オンライン授業の際には、各回課題を出しますので、指示にした
がって提出してください。
小テスト・課題ともに４回以上未提出の場合、理由や事情につい
て連絡が無い限りは履修意思がないものと判断し、不合格とします。
期末課題については、授業内で指示します。
その他
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科目ナンバー：
科

目

名

ドイツ語 Ⅲについて

単位数

科目ナンバー：(AG)LAN221N
担当者

科

目

名

ドイツ語 Ⅲ（ 1 ）

各1単位

授業の概要・到達目標
ドイツ語をさらに深く学びたい人のために，自由選択科目として
設けられています。二年次から四年次までのどの時期にも履習でき，
重複履習が可能なうえ，同一年度内に複数のドイツ語Ⅲ科目を履習
することもできます。少人数でじっくり学ぶことができ，大学の語
学授業の愉しみを味わうことのできる科目です。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A
に対応する科目です。
授業内容
一年次の授業で扱い切れなかった事柄を補いつつ，さらにドイツ
語の運用能力を高めるため，一年次の学習を基礎に，履修者の希望
も取り入れながら，コミュニケーション力の強化や，中級・上級テ
キストの講読などを行います。又，ことばの背景となる文化・社会
の理解にも踏み込んだ解説を行います。
個々の授業内容に関しては該当するシラバスを参照してください。

履修上の注意
語学の授業なので予習することが必要です。そして自分なりの目
標をたてることがそれを容易にしてくれるものと思います。
準備学習（予習・復習等）の内容
各担当者の指示に従って下さい。

単位数
1単位

担当者
辻

朋季

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
1年次に学んだ文法事項を復習しつつ、中級文法も習得し、込み
入ったテーマのドイツ語の文章を正確に読み解く力を養います。読
解テキストのテーマに関連して、ドイツの現代事情や人々の暮らし
などについても学び、ドイツ語の奥深さやドイツ人の思考様式にも
触れていきたいと思います。この科目は、農学科食糧生産・環境コー
スにおいては学習・教育目標のＡに対応します。
《授業の概要》
履修者の興味関心に応じて、こちらで読解用のテキストを用意し
ます。ドイツ語の読解を通して、応用力を身に付けるとともに、ド
イツ語圏の社会・文化事情についての知識も高めていきます。
授業内容
（以下の内容は、現時点で想定している内容ですが、履修者の希望
に応じて適宜変更も可能です）
第１回： オリエンテーション
第２回： 初級文法の復習・短いテキストの速読
第３回： 2021年のドイツを振り返る
第４回： ドイツの公共交通機関について
第５回： ドイツ人と SNS の付き合い方
第６回： スイス・オーストリアについて
第７回： ドイツ語圏のキャッシュレス事情
第８回： ドイツの夏とグリルパーティー
第９回： ドイツ語圏の宅配サービス事情
第10回： ドイツの若者とシェアハウス（WG）
第11回： ドイツのビールについて
第12回： ドイツのスイーツについて
第13回： ドイツ映画の鑑賞
第14回： a：今学期のまとめ

履修上の注意
予習を前提に授業を進めますので、必ず準備してくること。学生
の主体的な授業参加が求められます。
無断欠席が4回以上ある場合、履修意思がないものと判断します。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習に当たっては、単に辞書の意味を調べるだけでなく、単語の
用例やイディオムにも気を配り、文脈全体の流れを掴めるようにす
ることが重要です。
教科書
（適宜プリントを配布します）

教科書
各科目のシラバスを参照して下さい。

参考書
『必携ドイツ文法総まとめ』、中島悠爾・朝倉巧・平尾浩三著、白
水社、2003年。
『もやもやを解消！ドイツ語文法ドリル』、辻朋季、三修社、2015
年。

参考書
担当者の指示に従うこと。
成績評価の方法
担当者の指示に従うこと。

成績評価の方法
定期試験5割、平常点（授業参加・小テストなど）5割。

その他
尚，さらに会話表現を身につけたいと考える学生は，学部間共通
外国語科目（MLP）の「ドイツ語会話」，夏期に実施される「ドイ
ツ語会話（集中講座）」などについての説明も参照のこと。

その他
研究室は第一校舎3号館407号室、オフィスアワーは授業時に伝
えます。
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科目ナンバー：(AG)LAN221N
科

目

名

ドイツ語 Ⅲ（ 2 ）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN221N
担当者
木村

科

授業内容
第１回： ガイダンス
第２回： 人物紹介
第３回： 注文、提案、ドイツ語の方位
第４回： 天候、飲食、文房具
第５回： 買い物、家具、身長・体重
第６回： 頻度を表す副詞、持ち物について
第７回： 出身国・言語、交通（自動車）
第８回： お気に入りのもの、味覚
第９回： プレゼント、庭・菜園・園芸
第10回： よくすること、色、時刻表現
第11回： 一日のルーティン、EU
第12回： 今学期のまとめ
第13回： 口述試験準備
第14回： 口述試験
履修上の注意
進捗に応じて授業計画を一部変更する可能性がありますが、その
際には授業内で連絡します。
平常点（授業参加態度や授業内課題に対する評価）を重視します。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習内容については、授業ごとに指示を出しますので、それに従っ
てください。
復習としては、授業時に不明だった点がないかどうか確認し、次
回以降にきちんと質問の形でアウトプットができるようにしておい
てください。

名

単位数

ドイツ語 Ⅲ（ 3 ）

裕一

授業の概要・到達目標
〈概要〉
ドイツ語の初級文法をひととおり学んだ学生を対象とし、基礎文
法を確認しながら会話に重点をおいた授業を行います。また、短め
のドイツ語のテクスト読解を通じ、語彙力や辞書の引き方なども確
認していきます。
授業では主にグループワークで会話練習や読解練習を行います。
〈到達目標〉
ドイツ語で簡単な会話ができるようにするための語彙力や表現
力、またドイツ語での情報収集のために必要な最低限の読解力を要
請することを目標とします。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の A に対応す
る科目です。

目

1単位

担当者
金子

祥之

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
探偵が活躍するミステリ風物語を読みながら、ドイツ語文法と読
解の練習を行います。まとまった量のドイツ語を読むことでドイツ
語の読み方を学び、単に日本語に訳すだけではなく、ドイツ語の言
語表現の多様性を楽しむことができるようになることを目標としま
す。テキストを読むための基礎的教養である初級文法や単語の意味、
発音のルールについては授業中に説明や復習を行いますので、ドイ
ツ語が苦手な方でも大丈夫です。ドイツ語で書かれた文章を音読を
しながら読みすすめ、ドイツ語表現を学びながら、ドイツ語圏の歴
史や文化、抱えている様々な社会問題なども学んでいきたいと思い
ます。また、テキストの内容に関する補足資料の紹介なども併せて
行っていこうと考えています。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目です。
まとまった量のドイツ語を読み、基本文法を用いた作文ができる
ことを目標とします。
《授業の概要》
ドイツ語で書かれたサスペンス風のテキストを読みながら、ドイ
ツ語文法の定着と読解力の向上を目指します。
授業内容
第１回：a: イントロダクション
第２回：読解演習
第３回：読解演習
第４回：読解演習
第５回：読解演習
第６回：読解演習
第７回：読解演習
第８回：読解演習
第９回：読解演習
第１０回：読解演習
第１１回：読解演習
第１２回：読解演習
第１３回：読解演習
第１４回：まとめ

b: 基本文法の復習

教科書
『どんどん話そうドイツ語』、フランク・リースナー／田中雅敏 著、
郁文堂、ISBN
9784261012705
履修上の注意
辞書を一冊用意してください（電子辞書も可）。必要な文法や単
語に関しては授業時に解説いたします。

参考書
初級ドイツ語学習時に使っていた教科書や参考書、辞書。
成績評価の方法
平常点： 60%
授業参加態度や授業内で指示された課題に対する評価です。
欠席の場合、その回については0点となります。
出席するだけで点数が付くわけではなく、積極的な発言や態度が
求められます。
オンライン授業の際には、各回課題を出しますので、指示にした
がって提出してください。
期末課題： 40%
授業内で扱ったドイツ語の会話練習を口述で行います。
こちらの質問をきちんと聞き取って理解できているか、それに対
し適切に解答できているかを評価基準とします。
オンライン授業の際には、期末課題によって代替とします。

準備学習（予習・復習等）の内容
入念に予習を行ってください。不明な部分に関しては放置せずに
必ず質問するよう心掛けてください。

その他
学習者のレベルに合わせて、適宜学習計画を調整・変更する可能
性があります。

その他
連絡先：初回授業時に示します。

教科書
教材は初回授業時に配布いたします。
参考書
適宜指示いたします。
成績評価の方法
授業への貢献度（50％）及び課題評価（50％）
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科目ナンバー：(AG)LAN221N
科

目

名

ドイツ語 Ⅲ（ 4 ）

科目ナンバー：(AG)LAN221N

単位数
1単位

担当者
辻

科

授業内容
（以下のテーマは暫定的なものなので、履修者の興味に応じて適宜
変更可能です）
第１回： オリエンテーション（授業の進め方について・テーマにつ
いての募集）
第２回： ドイツ人と政治、選挙について
第３回： ドイツ人と有機食品（BIO）
第４回： オーストリアのカフェ文化について
第５回： スイスの言語事情について（4つの公用語）
第６回： ドイツとオリンピック（ベルリン、ミュンヒェンなど）
第７回： ベルリンの壁について
第８回： 映画鑑賞（東西ドイツ分断に関して）
第９回： ドイツの大学生生活について
第10回： ドイツのアルバイト事情、最低賃金
第11回： ドイツ人と旅行
第12回： ドイツと日本のつながり（2021年で160周年）
第13回： ドイツの就活事情
第14回： a：今学期のまとめ

履修上の注意
予習を前提に授業を進めますので、必ず準備してくること。学生
の主体的な授業参加が求められます。
無断欠席が4回以上ある場合、履修意思がないものと判断します。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習に当たっては、単に辞書の意味を調べるだけでなく、単語の
用例やイディオムにも気を配り、文脈全体の流れを掴めるようにす
ることが重要です。
教科書
（適宜プリントを配布します）
参考書
『必携ドイツ文法総まとめ』、中島悠爾・朝倉巧・平尾浩三著、白
水社、2003年。
『もやもやを解消！ドイツ語文法ドリル』、辻朋季、三修社、2015
年。
成績評価の方法
定期試験5割、平常点（授業参加・小テストなど）5割。
その他
研究室は第一校舎3号館407号室、オフィスアワーは授業時に伝
えます。

名

ドイツ語 Ⅲ（ 5 ）

朋季

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
1年次に学んだ文法事項を復習しつつ、中級文法も習得し、込み
入ったテーマのドイツ語の文章を正確に読み解く力を養います。読
解テキストのテーマに関連して、ドイツの現代事情や人々の暮らし
などについても学び、ドイツ語の奥深さやドイツ人の思考様式にも
触れていきたいと思います。この科目は、農学科食糧生産・環境コー
スにおいては学習・教育目標のＡに対応します。
《授業の概要》
履修者の興味関心に応じて、こちらで読解用のテキストを用意し
ます。ドイツ語の読解を通して、応用力を身に付けるとともに、ド
イツ語圏の社会・文化事情についての知識も高めていきます。

目

単位数
1単位

担当者
木村

裕一

授業の概要・到達目標
〈概要〉
ドイツ語の初級文法をひととおり学んだ学生を対象とし、基礎文
法を確認しながら会話に重点をおいた授業を行います。また、短め
のドイツ語のテクスト読解を通じ、語彙力や辞書の引き方なども確
認していきます。
授業では主にグループワークで会話練習や読解練習を行います。
〈到達目標〉
ドイツ語で簡単な会話ができるようにするための語彙力や表現
力、またドイツ語での情報収集のために必要な最低限の読解力を要
請することを目標とします。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の A に対応す
る科目です。
授業内容
第１回： 時刻表現、位置関係
第２回： 教室のなかにあるもの、時間と場所
第３回： 街中の建物
第４回： 自分の持ち物と家族
第５回： 家族の紹介
第６回： 待ち合わせの時刻
第７回： 荷物検査、ドイツ滞在初日にしたいこと
第８回： ドイツの観光
第９回： お医者さんとの会話
第10回： 病院の予約、Hartz-IV
第11回： 今日したことについて、レストランでの支払い
第12回： 盗難被害届、休暇中にしたこと、Prost!
第13回： 口述試験準備
第14回： 口述試験
履修上の注意
進捗に応じて授業計画を一部変更する可能性がありますが、その
際には授業内で連絡します。
平常点（授業参加態度や授業内課題に対する評価）を重視します。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習については授業内で指示します。
復習として、授業内で扱った内容について疑問点がないかどうか
確認し、質問としてアウトプットできるよう準備しておきましょう。
教科書
『どんどん話そうドイツ語』、フランク・リースナー／田中雅敏 著、
郁文堂、ISBN
9784261012705
参考書
初級時に使用していた教科書、参考書、辞書。
成績評価の方法
平常点： 60%
授業参加態度や授業内で指示された課題に対する評価です。
欠席の場合、その回については0点となります。
出席するだけで点数が付くわけではなく、積極的な発言や態度が
求められます。
オンライン授業の際には、各回課題を出しますので、指示にした
がって提出してください。
期末課題： 40%
授業内で扱ったドイツ語の会話練習を口述で行います。
こちらの質問をきちんと聞き取って理解できているか、それに対
し適切に解答できているかを評価基準とします。
オンライン授業の際には、期末課題によって代替とします。
その他
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科目ナンバー：(AG)LAN221N
科

目

名

単位数

ドイツ語 Ⅲ（ 6 ）

1単位

科目ナンバー：
担当者
金子

科

授業内容
第１回：a: イントロダクション
第２回：読解演習
第３回：読解演習
第４回：読解演習
第５回：読解演習
第６回：読解演習
第７回：読解演習
第８回：読解演習
第９回：読解演習
第１０回：読解演習
第１１回：読解演習
第１２回：読解演習
第１３回：読解演習
第１４回：まとめ

履修上の注意
辞書を一冊用意してください（電子辞書も可）。必要な文法や単
語に関しては授業時に解説いたします。
準備学習（予習・復習等）の内容
入念に予習を行ってください。不明な部分に関しては放置せずに
必ず質問するよう心掛けてください。

参考書
適宜指示いたします。
成績評価の方法
授業への貢献度（50％）及び課題評価（50％）
その他
連絡先：初回授業時に示します。

単位数

担当者

各1単位

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
フランス語が話されているのはフランス本土のみではありませ
ん。ヨーロッパ・アフリカを中心に現在世界の47 カ国で約
１億３千万人がフランス語を日常的に話していると言われます。フ
ランス語は，英語に次いでスペイン語などと並ぶ世界で最も使用頻
度の高い言語の１つだといえるでしょう。
大学１年目に初めて触れるフランス語のしくみ─文法とその機能
を知ると同時に，この言語の背景となる文化にふれる機会が授業を
通して提供されます。フランス語という新たな外国語を学ぶ過程を
通し，世界の多様性に目を向けるベースを築くことが，フランス語
Ⅰ，フランス語Ⅱ（別欄参照）に共通する目的です。
尚，農学科食糧生産・環境コースにおいて「フランス語Ⅰ」は，
学習・教育目標の A に対応する科目です。
授業内容
フランス語Ⅰでは，原則として言葉のしくみである文法の習得に
重点が置かれます。
様々な国の出身者が国境を越えて出会う機会の多い現代社会にお
いて，言語はコミュニケーションの道具として習得されることが望
まれます。従って，規則を暗記するのみに留まらず，初歩的な会話
や，短い文章に触れ，色々な文法事項が実際にどのようなはたらき
を持つかをつかみ取ることにも重点が置かれます。
（各回の授業内容の詳細については，担当教員の指導に従って下
さい。）

b: 基本文法の復習

教科書
プリントを配布します。

名

フランス語Ⅰについて

祥之

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
春学期と同様に、ドイツ語で書かれたサスペンス風の物語を読み、
ドイツ語の読解力と表現力のさらなる向上をめざします。ドイツ語
で書かれた文章を音読をしながら読みすすめ、ドイツ語表現を学び
ながら、ドイツ語圏の歴史や文化、抱えている様々な社会問題など
も学んでいきたいと思います。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目です。
まとまった量のドイツ語を読み、基本文法を用いた作文ができる
ことを目標とします。
《授業の概要》
ドイツ語で書かれた物語を読みながら、ドイツ語文法の定着と読
解力の向上を目指します。

目

履修上の注意
仏和辞典を購入すること。外国語取得の早道は，なるべく多くの
時間，学習言語に触れることだと言われます。従って，授業への出
席は基本条件といえるでしょう。各授業で使用される教材の CD を
聴く努力も大切です。また，授業以外でも生のフランス語に触れる
ことができる，メディア・ライブラリー（中央校舎）所蔵の音声・
映像資料なども利用しましょう。
尚，入学年度によって，単位取得の要件が異なるので以下の点に
留意して下さい。
「フランス語Ⅰ a」の単位が修得できなかった場合，次年度以降
の「フランス語Ⅰ a」の授業 ( 学科は問いません ) から １ つを選択
し，所定の単位数を修得しなければなりません。
また「フランス語Ⅰ b」の単位が修得できなかった場合も同様で，
次年度以降の「フランス語Ⅰ b」の授業から１つを選択し，所定の
単位数を修得しなければなりません。
準備学習（予習・復習等）の内容
教科書
担当者の指示に従って下さい。
参考書
『Le Dico 現代フランス語辞典』（白水社）
『クラウン仏和辞典』（三省堂）
『ロワイヤル仏和中辞典』（旺文社）
『新スタンダード仏和辞典』（大修館）
成績評価の方法
担当者の指示に従うこと。（基本的に期末試験60点以上が単位修
得の最低条件となります。また，出席は加点の対象にはならず，全
授業の３分の１以上の欠席があった場合は原則として評価の対象か
ら外れます。）
その他
尚，さらに会話表現を身につけたいと考える学生は，学部間共通
外国語科目（MLP）の「フランス語会話」，夏期に実施される「フ
ランス語会話（集中講座）」などについての説明を参照のこと。
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科目ナンバー：(AG)LAN131N
科

目

名

フランス語Ⅰa 農

科目ナンバー：(AG)LAN131N

単位数

担当者

科

1単位

小谷奈津子

授業の概要・到達目標
フランス語で書かれたやさしい文章や会話表現を学びながら、初級
文法を定着させていきます。フランス語の発音に慣れること、実用
的なコミュニケーション力を身に着けることを目指します。
授業内容
［第１回］a: イントロダクション、b：アルファベ、あいさつ表現
［第２回］１課 名詞、冠詞、提示表現、国名、練習
［第３回］練習・Par coeur
［第４回］２課 主語人称代名詞、-er 動詞、曜日、数詞、練習
［第５回］練習・Par coeur
［第６回］３課 動詞 etre、形容詞、国籍、職業
［第７回］練習・Par coeur
［第８回］４課 動詞 avoir、否定文、疑問文
［第９回］練習・Par coeur
［第10回］５課 動詞 prendre／faire、指示形容詞、所有形容詞
［第11回］練習・Par coeur
［第12回］６課 動詞 aller／venir、近接未来／近接過去、疑問副詞
［第13回］練習・Par coeur
［第14回］a: 試験、b: まとめ

履修上の注意
授業には仏和辞典を必ず持参すること。
音読にも時間をとるので、しっかり声を出して積極的に参加しま
しょう。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に、教科書に指示されている音声ダウンロード URL から、
前もってフランス語を聞いておきましょう。繰り返し何度も聞いて
いるうちに、フランス語のリズムにも慣れていきます。単語は辞書
をひいて調べておくこと。
授業の後で、その日学んだ文法事項や表現を復習してしっかり確
認しましょう。覚えることが多いので、日々の積み重ねが重要です。
以上の準備学習には毎週２時間は必要です。
教科書
『エスプラナード１』、久富、小谷、森著、（朝日出版社）

名

フランス語Ⅰa 化

単位数
1単位

担当者
今関

アン

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
フランス語の初級文法、とくに名詞の性・数、冠詞、動詞の現在
形など文法の骨格になる部分を習得する。合わせてフランス語の綴
り字と音の関係を把握し、きちんと発音できるようにする。
《授業の概要》
フランス語の基礎となる部分を確実に身につける。
授業内容
第１回：席決め、イントロダクション、フランスについて、フラン
ス語の歴史、アルファベ、発音
第２回：小テスト、Lecon １．発音、自分の名前を言う。Lecon 2.
名詞の性と数、冠詞
第３回：小テスト、Lecon ２．Exercices, Lecon ３．主語人称代名詞、
動詞 etre と avoir
第４回：小テスト、Lecon ３．Exercices, Lecon ４．-er 動詞
第５回：小テスト、Lecon ４．-ir 動詞、形容詞
第６回：小テスト、Lecon ４．Exercices, Lecon ５．基本文型，否
定形
第７回：L.4までの復習と中間テスト
第８回：小 テスト、Lecon ６．疑問形、所有形容詞、動詞 faire，
prendre の活用
第９回：小テスト、Lecon ６．Exercices, Lecon ７．指示形容詞，
形容詞の女性形
第10回：小テスト、Lecon 7．Exercices, Lecon ８．動詞 aller，
venir，近接未来，近接過去，冠詞の縮約
第11回：小テスト、Lecon 8．Exercices, Lecon ９．疑問代名詞・
副詞
第12回：小テスト、Lecon 9．Exercices, Lecon 10．比較級，最上
級
第13回：小テスト、Lecon 10．Exercices, Lecon 11．命令形，非人
称構文
第14回：定期試験
履修上の注意
・宿題、連絡事項は Oh-o! Meiji の class web で告知する。
・付属 CD をよく聞き、自宅でもフランス語に親しむように。
・出席・成績管理は各自で行うこと。出席・成績状況の質問は一切
受け付けない。
・Covid-19対策でプリントは配布しない。すべて oh-o! meiji にアッ
プするから、各自ダウンロードやプリントアウトしておくこと。
また授業ではノートパソコン、タブレット端末、スマートフォン
を持参するように。
準備学習（予習・復習等）の内容
小テストの比重が高いので，日々の予習・復習を欠かさないように。
予習は該当箇所の単語調べ、これまで学んだつづり字と発音の規
則を確認して新しいところを読めるようにする。予習時間の目安は
30分。
復習60分は学習事項の練習問題、会話練習、ネット教材での復習
にあてること。
また随時フランス関係の展覧会・映画・講演を紹介する。語学の
みならずフランス文化に積極的に接することを期待する。
教科書
『マ・グラメール（三訂版）』小野ゆり子著、白水社
参考書
http://navifr.fj.tokoha-u.ac.jp/wnf/
ネット教材 web なびふらんせ

参考書
必要とあれば授業中に紹介します。
成績評価の方法
平常点（発表・課題・小テスト）60％、試験40％で評価します。
教科書・辞書忘れは、平常点から減点します。
その他

目

成績評価の方法
・授業への取り組み（授業時間内の小テスト・練習問題・訳読の評
価 ,・フランス関係のレポートなど）30％
・中間試験 40％ 期末試験40%
合計が満点の60％以上を単位取得の条件とする。
その他
・出席・成績管理は各自で行うこと。 出席・成績状況の質問は一
切受け付けない。
・教科書・辞書忘れ、無断退席は欠席と見なす。
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科目ナンバー：(AG)LAN131N
科

目

名

フランス語Ⅰa 生

科目ナンバー：(AG)LAN131N

単位数

担当者

科

1単位

小谷奈津子

授業の概要・到達目標
フランス語で書かれたやさしい文章や会話表現を学びながら、
初級文法を定着させていきます。フランス語の発音に慣れること、
実用的なコミュニケーション力を身に着けることを目指します。
授業内容
［第１回］a: イントロダクション、b：アルファベ、あいさつ表現
［第２回］１課 名詞、冠詞、提示表現、国名、練習
［第３回］練習・Par coeur
［第４回］２課 主語人称代名詞、-er 動詞、曜日、数詞、練習
［第５回］練習・Par coeur
［第６回］３課 動詞 etre、形容詞、国籍、職業
［第７回］練習・Par coeur
［第８回］４課 動詞 avoir、否定文、疑問文
［第９回］練習・Par coeur
［第10回］５課 動詞 prendre／faire、指示形容詞、所有形容詞
［第11回］練習・Par coeur
［第12回］６課 動詞 aller／venir、近接未来／近接過去、疑問副詞
［第13回］練習・Par coeur
［第14回］a: 試験、b: まとめ

履修上の注意
授業には仏和辞典を必ず持参すること。
音読にも時間をとるので、しっかり声を出して積極的に参加しま
しょう。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に、教科書に指示されている音声ダウンロード URL から、
前もってフランス語を聞いておきましょう。繰り返し何度も聞いて
いるうちに、フランス語のリズムにも慣れていきます。単語は辞書
をひいて調べておくこと。
授業の後で、その日学んだ文法事項や表現を復習してしっかり確
認しましょう。覚えることが多いので、日々の積み重ねが重要です。
以上の準備学習には毎週２時間は必要です。

目

名

フランス語Ⅰa 政

単位数
1単位

担当者
宮川

慎也

授業の概要・到達目標
外国語を学ぶことは，他の国の人たちのものの見方，考え方を学
ぶことでもあります。日本語と英語に合わせてフランス語も学ぶこ
とで，フランス人の価値観にも触れてみませんか。
また，フランス語は，国連の諸活動やオリンピックなど，国際的
な舞台で広く使用される言語の一つでもあります。
この授業では，アルファベや綴り字の読み方から始めて，初級文
法の前半程度の知識を身につけ，現在形の簡単な文章が読めるよう
になることを目指します。また、フランスのテレビ・ニュースなど
も時々視聴し、フランスの文化・生活の一端にも触れていきましょ
う。
到達目標は以下のようです。
・日常生活に必要な程度のフランス語を，聞き話し，読み書きでき
るようになるための文法を身につける。
・国際的な分野で活躍できる視野を養う。
・資格を増やすため，フランス語検定の受験準備をも念頭に置いて
進める。
授業内容
受講者の習熟度を見ながら進めますが、各回の内容を文法事項で
示すと次のようになります。
第1回 アルファベの読み方，綴り字の読み方
第2回 不定冠詞・定冠詞 , 名詞の性と数
第3回 主語人称代名詞 , être, 縮約
第4回 avoir, 疑問文
第5回 形容詞 , 強勢形
第6回 否定文 , 否定の de
第7回 -er 動詞 , 指示形容詞
第8回 -ir 動詞 , 所有形容詞 , 部分冠詞
第9回 aller, venir, faire, 非人称主語
第10回 prendre, 命令法 , 時間
第11回 人称代名詞（直接目的補語）
第12回 人称代名詞（間接目的補語）
第13回 比較級・最上級
第14回 a 期末試験
b 正答解説
履修上の注意
読解に当たっては前回授業で指名した人に訳してもらうことがあ
るので、指名には積極的に応じて下さい。テストの苦手な人は、こ
の発表や問題演習でがんばりましょう。
準備学習（予習・復習等）の内容
・次回の授業の読解個所は、できるだけ予習の上、授業に臨みましょ
う（辞書を引いて、各自訳しておく）。
・付属の音声を繰り返し聴いて耳を慣らし、また発音練習しましょ
う。
・動詞の活用はフランス語を習得するポイントの一つなので、よく
復習しましょう。

教科書
『エスプラナード１』、久富、小谷、森著、（朝日出版社）

教科書
『アミカルマン・プリュス』澤田直ほか著（駿河台出版社）

参考書
必要とあれば授業中に紹介します。

参考書
仏和辞典は毎回持参しましょう。なお、辞書の選び方は初回授業
で説明します。

成績評価の方法
平常点（発表・課題・小テスト）60％、試験40％で評価します。
教科書・辞書忘れは、平常点から減点します。

成績評価の方法
試験（中間・期末の2回）…80％，平常点（和訳の発表、受講態
度など）…20％。
評価に際しては，文法力，語彙力などがポイントとなります。

その他

その他
連絡先：
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Oh-o!Meiji によってメールアドレスを示します。

科目ナンバー：(AG)LAN131N
科

目

名

フランス語Ⅰb 農

科目ナンバー：(AG)LAN131N

単位数

担当者

科

1単位

小谷奈津子

授業の概要・到達目標
フランス語で書かれたやさしい文章や会話表現を学びながら、初
級文法を定着させていきます。フランス語の発音に慣れること、実
用的なコミュニケーション力を身に着けることを目指します。
授業内容
［第１回］春学期の復習
［第２回］７課 補語人称代名詞、疑問代名詞、疑問形容詞
［第３回］練習・Par coeur
［第４回］８ 課 比 較 級 と 最 上 級、 命 令 形、 花、 動 詞 attendre ／
voir
［第５回］練習・Par coeur
［第６回］９課 過去分詞、複合過去形、動詞 ecrire／lire
［第７回］練習・Par coeur
［第８回］10課 代名動詞、代名動詞の複合過去、一日の時の表現
［第９回］練習・Par coeur
［第10回］11課 半過去、中性代名詞
［第11回］練習・Par coeur
［第12回］12課 関係代名詞、強調構文、動詞 pouvoir／vouloir
［第13回］練習・Par coeur
［第14回］a: 試験、ｂ：まとめ

履修上の注意
授業には仏和辞典を必ず持参すること。
音読にも時間をとるので、しっかり声を出して積極的に参加しま
しょう。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に、教科書に指示されている音声ダウンロード URL から、
前もってフランス語を聞いておきましょう。繰り返し何度も聞いて
いるうちに、フランス語のリズムにも慣れていきます。単語は辞書
をひいて調べておくこと。
授業の後で、その日学んだ文法事項や表現を復習してしっかり確
認しましょう。覚えることが多いので、日々の積み重ねが重要です。
以上の準備学習に毎週２時間は必要です。
教科書
『エスプラナード１』、久富、小谷、森著、（朝日出版社）

目

名

フランス語Ⅰb 化

単位数
1単位

担当者
今関

アン

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
春学期に引き続きフランス語文法の基礎を学び、フランス語検定
4級合格程度の実力を身につける。前期に引き続き、綴り字と音の
関係を完璧に覚えて、正しい発音ができるようにする。
《授業の概要》
フランス語文法の要である動詞の時制を中心に代名詞などを確実
に習得する。またフランス文化を理解するため、映画を鑑賞する。
授業内容
第１回：発音・前期学習事項復習
第２回：Lecon 12．過去分詞、複合過去 （1） 映画鑑賞
第３回：小テスト、Lecon 12．複合過去 （2）、Exercices、映画鑑賞
第４回：小 テスト、Lecon 13．目的の人称代名詞，強勢形、Exercices、映画鑑賞
第５回：小テスト、Lecon 14．複合過去と目的の代名詞，過去分詞
の一致、Exercices、映画鑑賞
第６回：小テスト、Lecon 14．Exercices, Lecon 15．関係代名詞、
Exercices、映画鑑賞
第７回：中間試験、映画鑑賞
第８回：小テスト、Lecon 15．Exercices, Lecon 16．代名動詞、映
画鑑賞
第９回：小テスト、Lecon 16．Exercices, Lecon 17．単純未来，中
性代名詞、映画鑑賞
第10回：小テスト、Lecon 17．Exercices, Lecon 18．半過去、映画
鑑賞
第11回：小テスト、Lecon 18．Exercices, Lecon 19．受動態、現在
分詞、ジェロンディフ、映画鑑賞
第12回：小テスト、Lecon 19．Exercices, Lecon 20．条件法、映画
鑑賞
第13回：小テスト、Lecon 20．Exercices, Lecon 21．接続法、映画
鑑賞
第14回：定期試験
履修上の注意
・宿 題、連絡事項、小テスト範囲などは Oh-o! Meiji の class web
で告知する。
・小テストは授業の初めに行うので、遅刻しないこと。
・自宅での復習を欠かさないように。
・出席・成績管理は各自で行うこと。出席・成績状況の質問は一切
受け付けない。
・Covid-19対策でプリントは配布しない。すべて oh-o! meiji にアッ
プするから、各自ダウンロードやプリントアウトしておくこと。
また授業ではノートパソコン、タブレット端末、スマートフォン
を持参するように。
準備学習（予習・復習等）の内容
小テストの比重が高いので，日々の予習・復習を欠かさないよう
に。
予習は該当箇所の単語調べ、これまで学んだつづり字と発音の規
則を確認して新しいところを読めるようにする。予習時間の目安は
30分。
復習60分は学習事項の練習問題、会話練習、ネット教材での復習
にあてること。
また随時フランス関係の展覧会・映画・講演を紹介する。語学の
みならずフランス文化に積極的に接することを期待する。
教科書
『マ・グラメール（三訂版）』小野ゆり子著、白水社

参考書
必要とあれば授業中に紹介します。

参考書
http://navifr.fj.tokoha-u.ac.jp/wnf/
ネット教材 web なびふらんせ

成績評価の方法
平常点（発表・課題・小テスト）60％、試験40％で評価します。
教科書・辞書忘れは、平常点から減点します。

成績評価の方法
・授業への取り組み（授業時間内の小テスト・練習問題・訳読の評
価・フランス関係のレポートなど）20％
・中間試験40％ 期末試験40%
合計が満点の60％以上を単位取得の条件とする。

その他

その他
遅刻・途中退席・教科書・辞書忘れは欠席と見なす。
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科目ナンバー：(AG)LAN131N
科

目

名

フランス語Ⅰb 生

科目ナンバー：(AG)LAN131N

単位数

担当者

科

1単位

小谷奈津子

授業の概要・到達目標
フランス語で書かれたやさしい文章や会話表現を学びながら、初
級文法を定着させていきます。フランス語の発音に慣れること、実
用的なコミュニケーション力を身に着けることを目指します。
授業内容
［第１回］春学期の復習
［第２回］７課 補語人称代名詞、疑問代名詞、疑問形容詞
［第３回］練習・Par coeur
［第４回］８ 課 比 較 級 と 最 上 級、 命 令 形、 花、 動 詞 attendre ／
voir
［第５回］練習・Par coeur
［第６回］９課 過去分詞、複合過去形、動詞 ecrire／lire
［第７回］練習・Par coeur
［第８回］10課 代名動詞、代名動詞の複合過去、一日の時の表現
［第９回］練習・Par coeur
［第10回11課 半過去、中性代名詞
［第11回］練習・Par coeur
［第12回］12課 関係代名詞、強調構文、動詞 pouvoir／vouloir
［第13回］練習・Par coeur
［第14回］a: 試験、ｂ：まとめ

目

名

フランス語Ⅰb 政

単位数
1単位

担当者
宮川

慎也

授業の概要・到達目標
春学期の後を受けて，この授業では，様々な時制の出てくる初級
文法後半程度の知識を身につけ，時制の混ざった簡単な文章が読め
るようになることを目指します。また、フランスのテレビ・ニュー
スなども時々視聴し、フランスの文化・生活の一端にも触れていき
ましょう。
到達目標は以下のようです。
・日常生活に必要な程度のフランス語を，聞き話し，読み書きでき
るようになるための文法を身につける。
・国際的な分野で活躍できる視野を養う。
・資格を増やすため，フランス語検定４級～3級程度の力が身につ
くことを目指す。
授業内容
受講者の習熟度を見ながら進めますが、各回の内容を文法事項で
示すと次のようになります。
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回

代名動詞
疑問形容詞 , pouvoir, vouloir, devoir, il faut
複合過去（avoir + 過去分詞）
複合過去（être + 過去分詞）
半過去
関係代名詞 , 強調構文
受動態 , 接続詞 que
単純未来
ジェロンディフ , 感嘆文
中性代名詞 le, en, y
大過去
条件法
接続法
a 期末試験
b 正答解説

履修上の注意
授業には仏和辞典を必ず持参すること。
音読にも時間をとるので、しっかり声を出して積極的に参加しま
しょう。

履修上の注意
読解に当たっては前回授業で指名した人に訳してもらうことがあ
るので、指名には積極的に応じて下さい。テストの苦手な人は、こ
の発表や問題演習でがんばりましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容
事前に、教科書に指示されている音声ダウンロード URL から、
前もってフランス語を聞いておきましょう。繰り返し何度も聞いて
いるうちに、フランス語のリズムにも慣れていきます。単語は辞書
をひいて調べておくこと。
授業の後で、その日学んだ文法事項や表現を復習してしっかり確
認しましょう。覚えることが多いので、日々の積み重ねが重要です。
以上の準備学習に毎週２時間は必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容
・次回の授業の読解個所は、できるだけ予習の上、授業に臨みましょ
う（辞書を引いて、各自訳しておく）。
・付属の音声を繰り返し聴いて耳を慣らし、また発音練習しましょ
う。
・動詞の活用はフランス語を習得するポイントの一つなので、よく
復習しましょう。

教科書
『エスプラナード１』、久富、小谷、森著、（朝日出版社）

参考書
仏和辞典は毎回持参しましょう。

参考書
必要とあれば授業中に紹介します。
成績評価の方法
平常点（発表・課題・小テスト）60％、試験40％で評価します。
教科書・辞書忘れは、平常点から減点します。
その他

教科書
『アミカルマン・プリュス』澤田直ほか著（駿河台出版社）

成績評価の方法
試験（中間・期末の2回）…80％，平常点（和訳の発表、受講態
度など）…20％。
評価に際しては，文法力，語彙力などがポイントとなります。
その他
連絡先：
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Oh-o!Meiji によってメールアドレスを示します。

科目ナンバー：
科

目

名

フランス語Ⅱについて

単位数

科目ナンバー：(AG)LAN131N
担当者

科

目

名

フランス語Ⅱa 農

各1単位

授業の概要・到達目標
１．授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
フランス語が話されているのはフランス本土のみではありませ
ん。 ヨ ー ロ ッ パ・ ア フ リ カ を 中 心 に 現 在 世 界 の 47 カ 国 で 約
１億３千万人がフランス語を日常的に話していると言われます。フ
ランス語は，英語に次いでスペイン語などと並ぶ世界で最も使用頻
度の高い言語の１つだといえるでしょう。
大学１年目に初めて触れるフランス語のしくみ─文法とその機能
を知ると同時に，この言語の背景となる文化にふれる機会が授業を
通して提供されます。フランス語という新たな外国語を学ぶ過程を
通し，世界の多様性に目を向けるベースを築くことが，フランス語
Ⅰ（別欄参照），フランス語Ⅱに共通する目的です。
尚，農学科食糧生産・環境コースにおいて「フランス語Ⅱ」は，
学習・教育目標の A に対応する科目です。
授業内容
フランス語Ⅱでは原則として平易な文章読解や口頭表現を通して
初級フランス語を学びます。フランス語Ⅰで学習した文法が，日常
会話や映画・メディア，あるいはフランス語を母語とする人々を対
象に書かれた記事や小説、生活に必要な説明書などの中で，どのよ
うに息づいているか観察し，また自分でも初歩的な文を書き，簡単
な会話をかわせるようになることを目標とします。（各回の授業内
容の詳細については，担当教員の指導に従って下さい。）
履修上の注意
担当教員の指導に従い、仏和辞典を購入すること。外国語取得の
早道は，なるべく多くの時間，学習言語に触れることだと言われま
す。従って，授業への出席は基本条件といえるでしょう。各授業で
使用される教材の音源を聴く努力も大切です。また，授業以外でも
生のフランス語に触れることができる，メディア・ライブラリー（中
央校舎）所蔵の音声・映像資料なども利用しましょう。
尚、「フランス語Ⅱ a」の単位が修得できなかった場合，次年度
以降の「フランス語Ⅱ a」の授業（学科は問いません）から１つを
選択し，所定の単位数を修得しなければなりません。
また「フランス語Ⅱ b」の単位が修得できなかった場合も同様で，
次年度以降の「フランス語Ⅱ b」の授業から１つを選択し，所定の
単位数を修得しなければなりません。
準備学習（予習・復習等）の内容
各授業で学んだことに関する課題・宿題等を通してしっかり復習
をしましょう。初習言語の場合は、予習よりも復習がさらに大切で
す。
教科書
担当者の指示に従って下さい。
参考書
『Le Dico 現代フランス語辞典』（白水社）
『クラウン仏和辞典』（三省堂）
『ロワイヤル仏和中辞典』（旺文社）
『新スタンダード仏和辞典』（大修館）

単位数
1単位

担当者
宮川

慎也

授業の概要・到達目標
外国語を学ぶことは、他の国の人たちのものの見方、考え方を学
ぶことでもあります。日本語と英語に合わせてフランス語も学ぶこ
とで、フランス人の価値観にも触れてみませんか。
また、フランス語は、国連の諸活動やオリンピックなど、国際的
な舞台で広く使用される言語の一つでもあります。
この授業では、初級文法の前半程度の知識を踏まえて、現在形の
簡単な文章が読めるようになることを目指します。また、フランス
のテレビ・ニュースなども時々視聴し、フランスの文化・生活の一
端にも触れていきましょう。
到達目標は以下のようです。
・日常生活に必要なフランス語を、聞き話し、読み書きできるよう
になる。
・国際的な分野で活躍できる視野を養う。
・資格を増やすため、フランス語検定の受験準備をも念頭に置いて
進める。
なお、食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の A に
対応する科目です。
授業内容
受講者の習熟度を見ながら進めますが、各回の内容を文法事項で
示すと次のようになります。
第1回 アルファベ、綴り字の読み方
第2回 主語人称代名詞、基本動詞の活用
第3回 国籍を表す形容詞
第4回 名詞と不定冠詞、指示代名詞 ce
第5回 形容詞の性数一致と位置
第6回 規則動詞の活用、定冠詞
第7回 疑問文
第8回 指示形容詞 ce、動詞 avoir の活用
第9回 否定文、動詞 aller と近接未来
第10回 疑問代名詞 que, qui
第11回 不規則動詞 faire, partir
第12回 所有形容詞、疑問形容詞
第13回 強勢形、指示代名詞 celui
第14回 a 期末試験
b 正答解説
履修上の注意
読解に当たっては前回授業で指名した人に訳してもらうことがあ
るので、指名には積極的に応じて下さい。テストの苦手な人は、こ
の発表や問題演習でがんばりましょう。
準備学習（予習・復習等）の内容
・次回の授業の読解個所は、できるだけ予習の上、授業に臨みましょ
う（辞書を引いて、各自訳しておく）。
・付属の音声を繰り返し聴いて耳を慣らし、また発音練習しましょ
う。
・動詞の活用はフランス語を習得するポイントの一つなので、よく
復習しましょう。
教科書
『パリ・ボルドー』藤田裕二著（朝日出版社）

成績評価の方法
担当者の指示に従うこと。（基本的に期末試験60点以上が単位修
得の最低条件となります。また，出席は加点の対象にはならず，全
授業の３分の１以上の欠席があった場合は原則として評価の対象か
ら外れます。）
その他
尚，さらに会話表現を身につけたいと考える学生は，学部間共通
外国語科目（MLP）の「フランス語会話」，夏期に実施される「フ
ランス語会話（集中講座）」などについての説明を参照のこと。

参考書
仏和辞典は毎回持参しましょう。なお、辞書の選び方は初回授業
で説明します。
成績評価の方法
試験…80％（中間、期末の２回）、平常点…20％（和訳の発表、
受講態度など）
評価に際しては、文法力、語彙力などがポイントとなります。
その他
連絡先：
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Oh-o!Meiji によってメールアドレスを示します。

科目ナンバー：(AG)LAN131N
科

目

名

フランス語Ⅱa 化

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN131N
担当者
高瀬

科

授業内容
［第１回］ a イントロダクション：外国語を学ぶ意味
b 挨拶・自己紹介 / 教室で用いる表現
［第２回］ 出会いの挨拶・別れの挨拶
［第３回］ 夕方の挨拶／アルファベ／名前の綴りを言う
［第４回］ 名前・職業・住んでいる場所についてたずねる
［第５回］ 人について名前、職業、住んでいる場所をたずねる
［第６回］ 就きたい職業についてたずねる・答える
［第７回］ 国籍・話せる言語についてたずねる・答える
［第８回］ 人・場所について知っているかをたずねる
［第９回］ 色々な国で話されている言語についてたずねる・答える
［第10回］ 好きなものを言う・好き嫌いの程度を言い表す
［第11回］ どちらが好きか言う・好きなことを言う
［第12回］ 週末にしたいことを言う
［第13回］ 電話で話す
［第14回］ a 表現のまとめ・口頭インタビュー
b 期末試験

履修上の注意
どのような言語も間違えながら習得されるものです。授業中の積
極的発言，参加が求められます。
授業時に情報が提供される映画や展覧会などに足を運び，教室以
外でもフランス語に触れましょう。
授業日数の３分の１以上の欠席があった場合，原則として期末試
験の受験資格は失われます。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習よりも復習をこころがけましょう（初習言語では、音源をよ
く聞くことが大切です）。
教科書
『新・スピラル』 ガエル・クレピュー
ポン

他著

アシェット・ジャ

参考書
『現代フランス社会を知るための62章』 三浦信孝・西山教行編著
明石書店

名

フランス語Ⅱa 生

智子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
フランス語 I で学んだ文法の知識を会話のレベルで実践するため
の授業です。自分について，また，身近な世界について話すことが
できるようになるのを目的としています。
《授業の概要》
２人あるいは３ - ４人のグループで，モデル表現をもとに会話練
習をし，日常的な単語とその使い方を身につけます。

目

単位数
1単位

担当者
今関

アン

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
フランス語は世界の多くの国や地域で使用され，国際機関の公用
語・作業言語にもなっています。この授業では，フランスの誇るパ
リの街の映像や情報が盛り込まれたテキストを中心に，将来の実践
的なフランス語駆使に向けた基礎学習を行います。
《授業の概要》
まず文法を学んでこれを使って表現できる優しい日常会話も同時
に練習します。教室での学習時には、声を出して練習してください。
またフランス語の発音についても細かく学んでいきます。
授業内容
第１回 a：アンケート／座席決め／イントロダクション：フラン
スについて，フランス語の歴史
b：アルファベ／単母音字の発音
第２回 綴り字と発音／数
第３回 パン屋で／名詞の性／不定冠詞・定冠詞
第４回 提示の表現
第５回 パリ発祥の地，シテ島／主語人称代名詞
第６回 être ／ avoir
第７回 まとめと復習 （1）
第８回 凱旋門とエッフェル塔／-er 動詞
第９回 疑問文
第10回 パリのマルシェ／部分冠詞
第11回 複数形／否定文
第12回 美術館で／形容詞
第13回 指示形容詞／所有形容詞
第14回 まとめと復習 （2）
履修上の注意
・Web コンテンツを使って十分に復習した後，各課の小テストを
受け，ポートフォリオに記録して提出すること
・その他，提出物の期限は必ず守り，授業には遅刻しないこと
・宿題・連絡事項は Oh-o! Meiji の class web で告知するので必ず
確認すること。
・教科書・辞書を忘れた場合、受講態度不良と見なし、欠席とする。
・Covid-19対策でプリントは配布しない。すべて oh-o! meiji にアッ
プするから、各自ダウンロードやプリントアウトしておくこと。
また授業ではノートパソコン、タブレット端末、スマートフォン
を持参するように。
準備学習（予習・復習等）の内容
小テストの比重が高いので，
日々の予習・復習を欠かさないように。
予習は該当箇所の単語調べ、これまで学んだつづり字と発音の規
則を確認して新しいところを読めるようにする。予習時間の目安は
30分。
復習60分は学習事項の練習問題、会話練習、ネット教材での復習
にあてること。
また随時フランス関係の展覧会・映画・講演を紹介する。語学の
みならずフランス文化に積極的に接することを期待する。
教科書
『 なびふらんせ1』有富智世他著、朝日出版社
参考書
http://navifr.fj.tokoha-u.ac.jp/wnf/

成績評価の方法
期末試験：７0％
平常点：３0％

成績評価の方法
・授業への取り組み（授業時間内の小テスト・フランス関係のレポー
トなど）20％
・中間試験40％ 期末試験 40%
合計が満点の60％以上を単位取得の条件とする。

その他

その他
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科目ナンバー：(AG)LAN131N
科

目

名

フランス語Ⅱa 政

科目ナンバー：(AG)LAN131N

単位数
1単位

担当者
森

科

授業内容
［第１回］ a イントロダクション：外国語を学ぶ意味
b 挨拶・自己紹介／教室で用いる表現
［第２回］ 出会いの挨拶・別れの挨拶
［第３回］ 夕方の挨拶／アルファベ／名前の綴りを言う
［第４回］ 名前・職業・住んでいる場所についてたずねる
［第５回］ 人について名前、職業、住んでいる場所をたずねる
［第５回］ 就きたい職業についてたずねる・答える
［第６回］ 国籍・話せる言語についてたずねる・答える
［第７回］ 人・場所について知っているかをたずねる
［第８回］ 色々な国で話されている言語についてたずねる・答える
［第９回］ 好きなものを言う・好き嫌いの程度を言い表す
［第10回］ どちらが好きが言う
［第11回］ 好きなことを言う
［第12回］ 週末にしたいことを言う
［第13回］ 電話で話す
［第14回］ a 表現のまとめ・口頭インタビュー
b 期末試験

履修上の注意
遅刻をしないように気をつけて下さい。
遅刻２回で欠席１回とします。
授業日数の３分の１以上の欠席があった場合，原則として期末試
験の受験資格は失われます。
準備学習（予習・復習等）の内容
どのような言語も間違えながら習得されるものです。授業中の積
極的発言，参加が求められます。
予習はしないこと。復習を心がけましょう。
教科書
『新・スピラル』 ガエル・クレピュ－他著
ン

アシェット・ジャポ

参考書
『現代フランス社会を知るための62章』 三浦信孝・西山教行編著
明石書店
成績評価の方法
期末試験：20％
平常点：80％
その他
新型コロナウィルスの動向で、授業形態・計画に変更をきたすこ
とがあります。

名

フランス語Ⅱb 農

真太郎

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
フランス語Ⅰで学んだ文法の知識を会話のレベルで実践するため
の授業です。自分について，また，身近な世界について話すことが
できるようになるのを目的としています。
《授業の概要》
２人あるいは３ - ４人のグループで，モデル表現をもとに会話練
習をし，日常的な単語とその使い方を身につけます。

目

単位数
1単位

担当者
宮川

慎也

授業の概要・到達目標
春学期の後を受けて、この授業では、様々な時制の出てくる初級
文法後半程度の知識を身につけ、時制の混ざった文章が読めるよう
になることを目指します。また、フランスのテレビ・ニュースなど
も時々視聴し、フランスの文化・生活の一端にも触れていきましょ
う。
到達目標は以下のようです。
・日常生活に必要なフランス語を、聞き話し、読み書きできるよう
になる。
・国際的な分野で活躍できる視野を養う。
・資格を増やすため、フランス語検定４級～3級程度の力が身につ
くことを目指す。
なお、食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の A に
対応する科目です。
授業内容
受講者の習熟度を見ながら進めますが、各回の内容を文法事項で
示すと次のようになります。
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回

il y a～と je voudrais～の表現、定冠詞の縮約
補語人称代名詞
代名動詞
中性代名詞 y、動詞 vouloir
非人称構文、命令形
感嘆文、部分冠詞
中性代名詞 en、数量の表現
比較級
直説法単純未来形
直接法複合過去形
直説法半過去形
条件法現在
接続法現在
a 期末試験
b 正答解説

履修上の注意
読解に当たっては前回授業で指名した人に訳してもらうことがあ
るので、指名には積極的に応じて下さい。テストの苦手な人は、こ
の発表や問題演習でがんばりましょう。
準備学習（予習・復習等）の内容
・次回の授業の読解個所は、できるだけ予習の上、授業に臨みましょ
う（辞書を引いて、各自訳しておく）。
・付属の音声を繰り返し聴いて耳を慣らし、また発音練習しましょ
う。
・動詞の活用はフランス語を習得するポイントの一つなので、よく
復習しましょう。
教科書
『パリ・ボルドー』藤田裕二（朝日出版社）
参考書
仏和辞典は毎回持参しましょう。
成績評価の方法
試験…80％（中間、期末の２回）、平常点…20％（和訳の発表、
受講態度など）
評価に際しては、文法力、語彙力などがポイントとなります。
その他
連絡先：
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Oh-o!Meiji によってメールアドレスを示します。

科目ナンバー：(AG)LAN131N
科

目

名

フランス語Ⅱb 化

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN131N
担当者
高瀬

科

《授業の概要》
２人あるいは３ - ４人のグループで，モデル表現をもとに会話練
習をし，日常的な単語とその使い方を身につけます。
授業内容
［第１回］ a イントロダクション
b 好きなことについて、その理由を話す
［第２回］ 色々な人を描写する
［第３回］ 年齢、学年について話す
［第４回］ 科目、時間割について話す
［第５回］ 持ち物について話す
［第６回］ ものの貸し・借りをする
［第７回］ 色々な場所について説明する
［第８回］ 場所についての情報を集める
［第９回］ 建物に位置関係についてたずねる・答える
［第10回］ どの曜日・時間帯に何をするのかたずねる・答える
［第11回］ 手帳を見て予定を話す
［第12回］ 本や映画のジャンルについてたずねる・答える
［第13回］ 趣味について話す
［第14回］ a 表現のまとめ・口頭インタビュー
b 期末試験

準備学習（予習・復習等）の内容
予習よりも復習をこころがけて下さい。教材の音源をよく聞くこ
と。動詞の活用なども覚えましょう !
他著

アシェット・ジャ

参考書
『現代フランス社会を知るための62章』 三浦信孝・西山教行編著
明石書店
成績評価の方法
期末試験：７0％
平常点：３0％
その他

単位数
1単位

担当者
今関

アン

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
フランス語は世界の多くの国や地域で使用され、国際機関の公用
語・作業言語にもなっています。この授業では、フランスの誇るパ
リの街の映像や情報が盛り込まれたテキストを中心に、将来の実践
的なフランス語駆使に向けた基礎学習を行います。
《授業の概要》
まず文法を学んでこれを使って表現できる優しい日常会話も同時
に練習します。教室での学習時には、声を出して練習してください。
またフランス映画を鑑賞して、フランス文化の一端に触れます。
授業内容
第１回 カフェに誘う／ aller ／ venir
第２回 近接未来／近接過去／強勢形
第３回 レストランで注文する／疑問代名詞
第４回 疑問副詞／ prendre
第５回 モンマルトル散策／ -ir 動詞
第６回 疑問形容詞／非人称構文
第７回 まとめと復習 （１）
第８回 買い物をする／準助動詞
第９回 比較級
第10回 道案内／命令法／目的語人称代名詞
第11回 代名動詞
第12回 過去を語る／複合過去
第13回 指示代名詞
第14回 定期試験

履修上の注意
どのような言語も間違えながら習得されるものです。授業中の積
極的発言，参加が求められます。
授業時に情報が提供される映画や展覧会などに足を運び，教室以
外でもフランス語に触れましょう。
授業日数の３分の１以上の欠席があった場合，原則として期末試
験の受験資格は失われます。

教科書
『新・スピラル』 ガエル・クレピュー
ポン

名

フランス語Ⅱb 生

智子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
フランス語 I で学んだ文法の知識を会話のレベルで実践するため
の授業です。自分について，また，身近な世界について話すことが
できるようになるのを目的としています。

目

履修上の注意
・Web コンテンツを使って十分に復習した後，各課の小テストを
受け，ポートフォリオに記録して提出すること
・その他，提出物の期限は必ず守り，授業には遅刻しないこと
・宿題・連絡事項は Oh-o! Meiji の class web で告知するので、必
ず確認すること
・教科書・辞書忘れは受講態度不良と見なし欠席とする
・Covid-19対策でプリントは配布しない。すべて oh-o! meiji にアッ
プするから、各自ダウンロードやプリントアウトしておくこと。
また授業ではノートパソコン、タブレット端末、スマートフォン
を持参するように。
準備学習（予習・復習等）の内容
小テストの比重が高いので，
日々の予習・復習を欠かさないように。
予習は該当箇所の単語調べ、これまで学んだつづり字と発音の規
則を確認して新しいところを読めるようにする。予習時間の目安は
30分。
復習60分は学習事項の練習問題、会話練習、ネット教材での復習
にあてること。
また随時フランス関係の展覧会・映画・講演を紹介する。語学の
みならずフランス文化に積極的に接することを期待する。
教科書
『なびふらんせ１』有富智世他著、朝日出版社
参考書
http://navifr.fj.tokoha-u.ac.jp/wnf/
成績評価の方法
・授業への取り組み（授業時間内の小テスト・フランス関係の催し
物についてのレポート）20％
・中間試験30% 期末試験 50%
合計が満点の60％以上を単位取得の条件とする。
その他
・出席・成績管理は各自で行うこと。出席・成績状況の質問は一切
受け付けない。
・教科書・辞書忘れ，無断退席は欠席と見なす
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科目ナンバー：(AG)LAN131N
科

目

名

フランス語Ⅱb 政

科目ナンバー：

単位数
1単位

担当者
森

科

授業内容
［第１回］ a イントロダクション
b 好きなことについて、その理由を話す
［第２回］ 色々な人を描写する
［第３回］ 年齢、学年について話す
［第４回］ 科目、時間割について話す
［第５回］ 持ち物について話す
［第６回］ ものの貸し・借りをする
［第７回］ 色々な場所について説明する
［第８回］ 場所についての情報を集める
［第９回］ 建物に位置関係についてたずねる・答える
［第10回］ どの曜日・時間帯に何をするのかたずねる・答える
［第11回］ 手帳を見て予定を話す
［第12回］ 本や映画のジャンルについてたずねる・答える
［第13回］ 趣味について話す
［第14回］ a 表現のまとめ・口頭インタビュー
b 期末試験

準備学習（予習・復習等）の内容
予習はしなくてかまいません。復習を心がけましょう。
宿題や提出物は平常点の対象になります。
他著

単位数

担当者

各1単位

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
１年次に身につけたフランス語の基礎をさらに発展させたいと考
える者のために，自由選択科目として設けられています。２年次か
ら４年次までのどの時期に履修することもでき，また重複履修も可
能です ( 春・秋学期、継続の履修も可能 )。
フランス語文法の復習をしつつ，さらに学習を進めることで使用
できる表現の幅を広げて行きます。フランス語の背景にあるものと
して紹介されて来たフランスの文化が，実は，この言語そのものの
性質と深くかかわっていることが，様々な資料を通して知識を深め
る中から実感できるでしょう。ここで初めてフランス語を通して見
る世界の入り口に立つことになります。
尚，農学科食糧生産・環境コースにおいて「フランス語Ⅲ」は，
学習・教育目標の A に対応する科目です。
授業内容
１年次の学習を基礎に、フランス語圏の文化事情の紹介、中級レ
ベルのテキストの講読，多文化理解力を培う会話練習，など，受講
生の希望を入れながら経験豊かな担当者によって，フランス語、そ
の文化への理解をさらに深めます。
個々の授業に関しては，各担当者のシラバスを参照して下さい。

履修上の注意
遅刻をしないように気をつけて下さい。
遅刻２回で欠席１回とします。
授業日数の３分の１以上の欠席があった場合，原則として期末試
験の受験資格は失われます。

教科書
『新・スピラル』 ガエル・クレピュー
ポン

名

フランス語 Ⅲについて

真太郎

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
フランス語 I で学んだ文法の知識を会話のレベルで実践するため
の授業です。自分について，また，身近な世界について話すことが
できるようになるのを目的としています。
《授業の概要》
２人あるいは３ - ４人のグループで，モデル表現をもとに会話練
習をし，日常的な単語とその使い方を身につけます。

目

アシェット・ジャ

履修上の注意
講読中心の授業の場合，辞書を持参すること。また、予習をする
ことが重要です。文法のスキル練習中心の授業においても，自習時
間は学習効果と比例します。会話を中心とする授業では復習の時間
を確保しましょう。以上を念頭に置き，自分なりの目標を立てて、
フランス語の学習スタイルを作って下さい。
準備学習（予習・復習等）の内容
担当者の指示に従うこと。
教科書
担当者の指示に従うこと。
参考書
担当者の指示に従うこと。

参考書
『フランス語で広がる世界』（インタビュー集）駿河台出版社
『クラウン仏和辞典』三省堂

成績評価の方法
担当者の指示に従うこと。

成績評価の方法
期末試験：20％
平常点：80％
その他
オフィスアワー： 金曜日 １２：３０～１３：３０ （中央校舎講師控室）
新型コロナウィルスの動向により、授業形態・内容が変更となる
可能生があります。

その他
特に会話表現を学びたいと考える場合，学部間共通外国語の「フ
ランス語会話」の説明を参照すること。また，夏期実施予定の「フ
ランス語会話（集中講座）」や，フランス現地での語学研修などの
プログラムについても大学 HP でご確認下さい。
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科目ナンバー：(AG)LAN231N
科

目

名

フランス語 Ⅲ（ 1 ）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN231N
担当者
今関

科

授業内容
授業内容は受講者の希望を優先します。
第１回：イントロダクション、映画について、映画用語、「パリ・ジュ
テーム」
第２回：「最強のふたり」、挨拶などの日常会話 （１）
第３回：「最強のふたり」、「タイピスト」、職業についてのフランス語
第４回：「タイピスト」、「最高の花婿」、フランスの家族関係
第５回：「最高の花婿」、「最高の花婿アンコール」
第６回：「最高の花婿アンコール」「エール」」フランスの教育
第７回：「エール」「グッバイサマー」フランスの休暇
第８回：「グッバイサマー」シナリオ読解
第９回：「グランド ･ ジャーニー」内容把握プリント
第10回：「グランド ･ ジャーニー」
第11回：「アヴリルと奇妙な世界」フランスのアニメ
第12回：「アヴリルと奇妙な世界」「おかえり、ブルゴーニュへ」
第13回：「おかえり、ブルゴーニュへ」
第14回：a. まとめ
b. レポート作成
履修上の注意
履修者のこれまでの習熟度は考慮する。映画を数回に分けて鑑賞
するので欠席しないように。
告知は Oh-o! Meiji で行う。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習は対象映画の監督 ･ 出演者 ･ 音楽などをネットで調べてくる
こと。
復習は授業時間に配布されたプリント（映画内容 ･ シナリオ・基
本語彙）を完成させる。
授業内で紹介された映画・文献・展覧会・書籍に積極的に触れて
ください。
教科書
必要に応じてプリントを使用
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
平常点50％，レポート50％
その他

名

フランス語 Ⅲ（ 2 ）

アン

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
邦画やハリウッド映画を見る機会はたくさんありますが、映画を
生んだ国フランスの映画はほとんどなじみがないかもしれません。
この授業では最近制作され、大ヒットしたフランス映画を鑑賞して、
フランス人の暮らしや思考、文化、歴史、地理の理解に努めていき
ます。またフランス語の基本語彙や使い方を学び、台詞を聞き取り、
シナリオの抜粋や原作を読んで、一年時に習得したフランス語の能
力（文法・聴き取り・会話）を深めるのを目標にします。
《授業の概要》
今学期は2011年以降に制作されヒットしたフランスならではの映
画を見ていきます。いずれも難解なアート系映画ではなく、身障者
とアフリカ系若者との交流、かつての女子あこがれの職業と恋、ブ
ルジョワジー一家の4人娘がそれぞれ移民と結婚し繰り広げられる
異文化交流のコメディー、家族の中で唯一耳が聴こえる少女が歌手
としての才能を見出され、家族や自身と葛藤しながら夢を実現させ
る話、クラスになじめない中学生の友情冒険譚、超軽量飛行機を使
い、渡り鳥に安全な飛行ルートを教えるというプロジェクトに夢中
の父とゲーム好きの息子が無謀な冒険に乗り出す実話をもとにした
作品、19世紀末のパリを舞台にしたアニメ、ブルゴーニュでワイン
畑を持つ三兄弟の話など商業的成功を目指した「オチ」のある映画
なので、楽しく見られると思います。抜粋シナリオや原作の解読、
聞き取り、関連する語彙や文法の説明もあわせて行ないます。

目

単位数
1単位

担当者
森

真太郎

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
使用テキスト『新・スピラル』ユニット４～７，また随時 DVD
や新聞記事などを用いて「話す」ことを中心においた授業を行いま
す。日常的な表現を用いるところから見え隠れするフランス語圏の
生活文化に触れる機会として，できるだけフランス語を用います。
《授業の達成目標及びテーマ》
フランス語を１年生の時に学んだものの，表現を使いこなすとこ
ろまでは行かれなかったという印象を持っていませんか。
フランス語 III（3）は，身近な表現を用い，フランス語でコミュニケー
ションできるようにすることを目的としています。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目です。
授業内容
［第１回］ a イントロダクション
b 自己紹介・将来旅したい町について話す
［第２回］ 復習タイム
［第３回］ 趣味・余暇について話す
［第４回］ 頻度を表す・習慣について言う／聞取り＋文法
［第５回］ 家族について話す
［第６回］ 過去の出来事を話す複合過去形 （１） ／聞取り＋文法
［第７回］ どこに行くがきく・時間の言い方
［第８回］ どこに行ったか話す 複合過去形 （２） ／聞取り＋文法
［第９回］ できること・するべきことを言う
［第10回］ 提案する・誘う・会うための約束する／聞取り＋文法
［第11回］ よく行く場所について話す・時期や日付を言う
［第12回］ 時期・日付を言う。目的を言う／聞取り＋文法
［第13回］ 毎日の習慣について話す・過去形で話す
［第14回］ a ショート・スケッチをつくる
b ショートスケッチの発表・まとめ
履修上の注意
1年次でフランス語の初級を学習済であることが前提です。
教室ではできるだけたくさんフランス語を話しましょう！
履修学生の積極的参加が期待されます。
準備学習（予習・復習等）の内容
復習の時間をとると、上達につながります。
このため、クラスウェブを介して、毎回学習内容に関する小さい
課題を提出していただきます。
東京やその近郊で開催されるフランス語圏関連の展覧会やイベン
トにも、足を運ぶ機会を作る予定です（状況が許せば）。
身近なフランスを見つけるアンテナを張りましょう！
教科書
『新 Spirale（スピラル）』GAEL CREPIEUX 他著
ジャポン
参考書

成績評価の方法
期末試験あるいはレポート：70％
平常点：30％
その他
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アシェット・

科目ナンバー：(AG)LAN231N
科

目

名

フランス語 Ⅲ（ 3 ）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN231N
担当者
高瀬

科

授業内容
［第１回］ a イントロダクション
b 自己紹介・好きなことについて話す
［第２回］ フランス語の基本の復習 （１）
［第３回］ フランス語の基本の復習 （２）
［第４回］ アルザス。ロレーヌ風キッシュ
［第５回］ 複合過去・代名動詞
［第６回］ ストラスブール。シュークルート。
［第７回］ 半過去・第過去
［第８回］ ディジョン。エスカルゴ。
［第９回］ 関係代名詞
［第10回］ ブルゴーニュ地方。ワイン。
［第11回］ 現在分詞・ジェロンディフ。
［第12回］ シャモニー。フォンデュ。
［第13回］ 比較級、受動態。
［第14回］ a: 期末考査
b: まとめ

単位数
1単位

担当者
今関

アン

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
邦画やハリウッド映画を見る機会はたくさんありますが、映画を
生んだ国フランスの映画はなじみが薄いかもしれません。この授業
では最近制作されたフランスやフランス語圏の映画を鑑賞して、彼
らの暮らし・思考の変化、抱える問題、異文化への接し方などにつ
いて考えていきます。また台詞を聞き取り、シナリオの抜粋を読ん
で、一年時に習得したフランス語の能力（文法・聴き取り・会話）
を深めることを目標にします。
《授業の概要》
今学期は2010年以降フランス語圏（カナダ・ベルギーなど）で制
作された映画で、ユニークな視点を持った作品を見ていきます。ヨー
ロッパの難民・移民 ･ テロ問題、教育をテーマにしたサスペンス作
品やアニメなどを見ていきます。シナリオの翻訳、聞き取り、関連
する語彙や文法の説明もあわせて行います。また皆さんが見たい映
画があれば2010年代以前の作品でも取り上げたいと思います。
授業内容
授業内容は受講者の希望を優先する。
第１回：イントロダクションー世界のフランス語圏、映画史 「ス
ペシャルズ」
第２回：「スペシャルズ」
第３回：「レ ･ ミゼラブル」
第４回：「レ ･ ミゼラブル」「その手に触れるまで」
第５回：
「その手に触れるまで」「シュヴァルの理想宮 ある郵便配
達員の夢」
第６回：
「シュヴァルの理想宮 ある郵便配達員の夢」「マティアス
＆マキシム」
第７回：「マティアス＆マキシム」「君を想って海をゆく」
第８回：「君を想って海をゆく」「危険なプロット」
第９回：「危険なプロット」「ディリリとパリの時間旅行」
第10回：「ディリリとパリの時間旅行」「アマンダと僕」
第11回：「アマンダと僕」
第12回：「オーケストラ・クラス」
第13回：「オーケストラ・クラス」
第14回：a. まとめ
b. レポート作成
履修上の注意
履修者のこれまでの習熟度は考慮する。数回に渡って映画を鑑賞
するので欠席しないように。
告知は Oh-o! Meiji! で行う。

履修上の注意
1年次でフランス語の初級を学習済であることが前提です。
教室ではできるだけたくさんフランス語を話しましょう！

準備学習（予習・復習等）の内容
予習は対象映画の監督 ･ 出演者 ･ 音楽などをネットで調べてくる
こと。
復習は授業時間に配布されたプリント（映画内容 ･ シナリオ・基
本語彙）を完成させる。
授業内で紹介された映画・文献・展覧会・書籍に積極的に触れて
ください。

準備学習（予習・復習等）の内容
復習を心がけましょう。
教科書
『新彼女は食いしん坊２』 藤田裕二著

名

フランス語 Ⅲ（ 4 ）

智子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
フランス語を１年生の時に学んだものの，表現を使いこなすとこ
ろまでは行かれなかったという印象を持っていませんか。
フランス語 III（3） は，身近な表現を用い，フランス語でコミュ
ニケーションできるようにすることを目的としています。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目です。
《授業の概要》
使用テキスト『新彼女は食いしん坊２』また随時 DVD や新聞記
事などを用いて「読む」「話す」
「きく」ことを伸ばす授業を行いま
す。全体的には、ディクテ（聴いて書く）に力を入れていきます。
中級に接続するのが目的です。

目

朝日出版社

教科書
必要に応じてプリントを使用

参考書
開講時にお知らせします。

参考書

成績評価の方法
期末試験あるいは小テスト：50％
平常点：50％

成績評価の方法
平常点50％，レポート50％

その他
オフィスアワー：水曜日 １２：３０～１３：３０ （中央校舎講師控室）
履修学生の積極的参加が期待されます。身近なフランスを見つける
アンテナを張りましょう！

その他
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科目ナンバー：(AG)LAN231N
科

目

名

フランス語 Ⅲ（ 5 ）

科目ナンバー：(AG)LAN231N

単位数
1単位

担当者
森

科

《授業の達成目標及びテーマ》
フランス語を１年生の時に学んだものの，表現を使いこなすとこ
ろまでは行かれなかったという印象を持っていませんか。
フランス語 III（3） は，身近な表現を用い，フランス語でコミュ
ニケーションできるようにすることを目的としています。農学科食
糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに対応する科
目です。
授業内容
［第１回］ a イントロダクション
b 自己紹介・好きなことについて話す
［第２回］ 復習タイム
［第３回］ 交通手段について話す・発着の詳細をきく
［第４回］ 起点と目的地を言う・聞取り＋文法
［第５回］ 交通手段と移動時間について聞く・道順を示す
［第６回］ 予約・支払い方法を言う／聞取り＋文法
［第７回］ これからの計画を話す・天候について話す
［第８回］ 助言を求める・与える／聞取り＋文法
［第９回］ 食習慣について話す・値段をきく
［第10回］ 注文する・助言を求める／聞取り＋文法
［第11回］ 道順を教える・出来事について述べる
［第12回］ 過去の出来事についての意見を述べる
［第13回］ 複合過去？半過去？
［第14回］ a ショート・スケッチをつくる
b ショートスケッチの発表・まとめ

名

単位数

フランス語 Ⅲ（ 6 ）

真太郎

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
使用テキスト『新・スピラル』ユニット６～７，また随時 DVD
や新聞記事などを用いて「話す」ことを中心においた授業を行いま
す。日常的な表現を用いるところから見え隠れするフランス語圏の
生活文化に触れる機会として，できるだけフランス語を用います。

目

1単位

担当者
高瀬

智子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
1年次に学んだフランス語の文法や表現は，実際にはどのように
使うことができるでしょうか。フランス語Ⅲ （6） では，フランス
語でのコミュニ ケーションをとると同時に、「自分の意志・考えを
伝える」基盤を作ることを目的としています。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目です。
《授業の概要》
使用テキスト『新・彼女は食いしん坊2』また随時 DVD や新聞
記事などを用いて「話す」ことを中心においた授業を行います。日
常的な表現を用いるところから見え隠れするフランス語圏の生活文
化に触れる機会として，できるだけフランス語を用います。
授業内容
［第１回］ a イントロダクション
b 前期の振り返り
［第２回］ シャモニーとチーズ。
［第３回］ 強調構文・中性代名詞
［第４回］ マルセイユとブイヤベース
［第５回］ 条件法現在・条件法過去
［第６回］ アルルとラタトゥイユ
［第７回］ 接続法現在・接続法過去
［第８回］ レンヌとクレープ
［第９回］ 間接話法
［第10回］ サン・マロと海の幸
［第11回］ 前置詞と接続詞
［第12回］ 仏検３級の問題に挑戦 （1）
［第13回］ 仏検３級の問題に挑戦 （2）
［第14回］ a 期末考査
b まとめ

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容
履修学生の積極的参加が期待されます。
また，東京やその近郊で開催されるフランス語圏関連の展覧会や
イベントにも足を運ぶ機会を作る予定です。
身近なフランスを見つけるアンテナを張りましょう！
教科書
『新 Spirale（スピラル）』GAEL CREPIEUX 他著
ジャポン

アシェット・

履修上の注意
1年次にフランス語の基礎を学んでいることが履修の前提条件で
す。
受講者の積極的な参加が大切です。
準備学習（予習・復習等）の内容
復習をしっかりしましょう！
教科書
『新彼女は食いしん坊２』 藤田裕二著

参考書

参考書
授業時に指示します。

成績評価の方法
期末試験・口頭発表あるいはレポート：70％
平常点：30％

成績評価の方法
平常点 50％

その他

その他
オフィスアワー：水曜日
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レポート

朝日出版社

50％

１２：３０～１３：３０ （中央校舎講師控室）

科目ナンバー：(AG)LAN141N
科

目

名

スペイン語Ⅰa 農学科

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN141N
担当者
福原

科

授業内容
1. イントロダクション、第1課：アルファベットなど
2. 第1課：母音 ･ 子音など 小テスト：数0-10（3頁）
3. 第2課：名詞の性数など 小テスト：国名と国籍の単語（3頁）
4. 第2課：冠詞、主格人称代名詞、動詞 ser など
小テスト：職業名の単語（10頁）
5. 第3課：形容詞、所有形容詞前置形、疑問文と否定文など
小テスト：主格人称代名詞と ser 活用（8頁）
6. 第3課：動詞 tener、数1～100、第4課：規則動詞など
小テスト：数1-100（14頁）
7. 第4課：主な前置詞、疑問詞など
小テスト：規則動詞の意味と活用（19頁）
8. 中間考査、第5課：指示形容詞、動詞 estar、hay など
9. 第5課：ser+ 形容詞、estar+ 形容詞、tener+ 名詞など
小テスト：働く場所と住む場所の単語（22頁）
10. 第6課：動詞 ir, ver, hacer, poner, salir など
小テスト：町や地区にあるものの単語（28頁）
11. 第6課：時刻や日付の表現、疑問詞など
小テスト：不規則動詞の意味と活用（31頁）
12. 第7課：語幹母音変化動詞、天候表現など
小テスト：日常の活動の単語（34頁）
13. 第7課：直接目的格人称代名詞など
小テスト：語幹母音変化動詞の意味と活用（37頁）
14a. 講義全体のふりかえりとまとめ
14b. 期末考査
※講義内容は必要に応じて変更することがある。
履修上の注意
学生は間違えることを恐れず、積極的に授業に参加し、わからな
いことがあれば遠慮なく質問してください。授業には必ずテキスト
と辞書を持参すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：次回の授業範囲についてあらかじめテキストの未修単語の意
味を調べてから出席する。
復習：わからないことがあれば次回の授業で質問できるよう、疑問
点と不明点を整理する。また、課題は必ず日本語の意味まで
調べてくること。さらに、言語習得に音読は欠かせないため、
テキストのスペイン語の文を音読すること。
教科書
』エウヘ二オ・
『イメージ・スペイン語（Español en imágenes）
デル・プラド、齊藤華子、仲道慎治 著 （朝日出版社）、2,500円（税
別）
参考書
第1回目のイントロダクションで辞書と参考書を紹介する。
成績評価の方法
学期末テスト40％、中間テストの成績30％、課題と小テスト
15％、授業への参加15％として総合的に評価する。

名

スペイン語Ⅰa 農芸化学科

弘識

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
この授業は，初めてスペイン語を学習する人を対象として，スペ
イン語の発音から学びはじめ，現在形を使ってある程度表現・理解
ができ、スペイン語で最低限の意志を伝えられるようになることを
到達目標とする。
スペイン語は，綴りと発音の関係が明確で，比較的発音しやすい
ので，最初の段階では簡単なように思えるかもしれない。しかし文
法面では，動詞の活用，性数一致など，覚えること・難しい点も少
なくないので，復習を繰り返し，一歩一歩着実に進んでいけるよう
に取り組んでほしい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目です。
《授業の概要》
教科書に沿って文法事項の解説を行い、一通り解説が終わったら、
受講生を指名して教科書の例文の音読と解釈、練習問題への解答を
してもらい、文法力や語彙を習得します。毎回，宿題，予習などの
課題を義務づけます。またプリントを配布して補足的説明も行いま
す。学期末試験のほかに中間テストを実施します。

目

単位数

担当者

1単位

メンドサ

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スペイン語文法の基礎とスペイン語圏文化を交えて学んでいく。
簡単な語彙を用い，旅行などで使える最低限の会話ができることを
目的とする。まず，文法の基本的説明を行い，文例に従い練習問題
をこなしていく。また，現実的状況を想定し，ビデオ教材を用いて
日常会話を修得していく。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回：挨拶と自己紹介をする。アルファベットと発音、スペイン
語圏の国々。
第２回：国々と国籍、簡単な単語、スペイン圏の世界遺産。
第３回：他者を紹介する、国籍、職業。小テスト。
第４回：ser と tener 動詞－現在形、文の使い方。主語人称代名詞，
スペイン語の動詞について。
第５回：定冠詞と不定冠詞の用法。規則動詞－現在形。相手を指す
代名詞。疑問代名詞。
第６回：名 詞の性、名詞の数 .。形容詞の性数，形容詞の用法。小
テスト。
第７回：電話番号や住所を尋ねる。tú と usted の使い方。
第８回：家族を紹介する。個人情報をやりとりする、物や人の住所。
第９回：所有（誰それの）を表現する。所有形容詞前置形，従属節
の作り方。小テスト。
第10回：時刻の表し方。estar 動詞－現在形。指し代名詞。
第11回：時間を尋ねると伝える。スペイン語圏の家族、お祝いの習
慣。
第12回：仕事（場所、職業、時間帯）について話す。日常生活につ
いて話す。小テスト。
第13回：朝食を注文する。再帰代名詞－現在形。不規則動詞－現在
形。
第14回：a）試験
b）まとめ

履修上の注意
授業の予習・復習をしておくこと .
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で学習したことを次回までに復習しておくこと。
教科書
Nuevo Español en Marcha. Libro del Alumno。1
『ポケット プログレッシブ 西和・和西辞典』（小学館）
参考書
なし
成績評価の方法
テスト90％、授業の貢献度・宿題10％により総合的に評価する。
その他

その他
オフィスアワー：金曜日12：30-13：30
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科目ナンバー：(AG)LAN141N
科

目

名

スペイン語Ⅰa 生命科学科

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN141N
担当者
福原

科

弘識

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
この授業は，初めてスペイン語を学習する人を対象として，スペ
イン語の発音から学びはじめ，現在形を使ってある程度表現・理解
ができ、スペイン語で最低限の意志を伝えられるようになることを
到達目標とする。
スペイン語は，綴りと発音の関係が明確で，比較的発音しやすい
ので，最初の段階では簡単なように思えるかもしれない。しかし文
法面では，動詞の活用，性数一致など，覚えること・難しい点も少
なくないので，復習を繰り返し，一歩一歩着実に進んでいけるよう
に取り組んでほしい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目です。
《授業の概要》
教科書に沿って文法事項の解説を行い、一通り解説が終わった
ら、受講生を指名して教科書の例文の音読と解釈、練習問題への解
答をしてもらい、文法力や語彙を習得します。毎回，宿題，予習な
どの課題を義務づけます。またプリントを配布して補足的説明も行
います。学期末試験のほかに中間テストを実施します。
授業内容
1. イントロダクション、第1課：アルファベットなど
2. 第1課：母音 ･ 子音など 小テスト：数0-10（3頁）
3. 第2課：名詞の性数など 小テスト：国名と国籍の単語（3頁）
4. 第2課：冠詞、主格人称代名詞、動詞 ser など
小テスト：職業名の単語（10頁）
5. 第3課：形容詞、所有形容詞前置形、疑問文と否定文など
小テスト：主格人称代名詞と ser 活用（8頁）
6. 第3課：動詞 tener、数1～100、第4課：規則動詞など
小テスト：数1-100（14頁）
7. 第4課：主な前置詞、疑問詞など
小テスト：規則動詞の意味と活用（19頁）
8. 中間考査、第5課：指示形容詞、動詞 estar、hay など
9. 第5課：ser+ 形容詞、estar+ 形容詞、tener+ 名詞など
小テスト：働く場所と住む場所の単語（22頁）
10. 第6課：動詞 ir, ver, hacer, poner, salir など
小テスト：町や地区にあるものの単語（28頁）
11. 第6課：時刻や日付の表現、疑問詞など
小テスト：不規則動詞の意味と活用（31頁）
12. 第7課：語幹母音変化動詞、天候表現など
小テスト：日常の活動の単語（34頁）
13. 第7課：直接目的格人称代名詞など
小テスト：語幹母音変化動詞の意味と活用（37頁）
14a. 講義全体のふりかえりとまとめ
14b. 期末考査
※講義内容は必要に応じて変更することがある。
履修上の注意
学生は間違えることを恐れず、積極的に授業に参加し、わからな
いことがあれば遠慮なく質問してください。授業には必ずテキスト
と辞書を持参すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：次回の授業範囲についてあらかじめテキストの未修単語の意
味を調べてから出席する。
復習：わからないことがあれば次回の授業で質問できるよう、疑問
点と不明点を整理する。また、課題は必ず日本語の意味まで
調べてくること。さらに、言語習得に音読は欠かせないため、
テキストのスペイン語の文を音読すること。
教科書
『イメージ・スペイン語（Español en imágenes）
』エウヘ二オ・
デル・プラド、齊藤華子、仲道慎治 著（朝日出版社）、2,500円（税
別）
参考書
第1回目のイントロダクションで辞書と参考書を紹介する。
成績評価の方法
学期末テスト40％、中間テストの成績30％、課題と小テスト
15％、授業への参加15％として総合的に評価する。
その他
オフィスアワー：金曜日12：30-13：30

目

名

スペイン語Ⅰa 食料環境政策学科

単位数
1単位

担当者
大場

樹精

授業の概要・到達目標
この授業は、スペイン語を初めて学習する人を対象とし、スペイ
ン語の発音・アルファベットから学びはじめ、大学での生活や日常
生活に関する語彙、直説法現在の基礎文法を学びます。そうするこ
とで、直説法現在形を用いた文章を理解する力を身につけること、
最低限の意志をスペイン語で伝えられるようになることを達成目標
とします。
授業内容
第1回 イントロダクション。「あいさつする」① （4/11）
第2回 「あいさつする」②：アルファベット、発音）（4/18）
第3回 「食料品を買う」：名詞の性・数、冠詞）（4/25）
第4回 「人を紹介する」①：主語人称代名詞、ser（5/9）
第5回 「人を紹介する」②：形容詞 （5/16）
第6回 【Unidad

1-3確認テスト】、「仕事や勉強について話す」
①（5/23）
第7回 「仕事や勉強について話す」②：直説法現在 （5/30）
第8回 「日常生活について話す」①：直説法現在（6/6）
第9回 「日常生活について話す」②（6/13）
第10回 「自分の出身地について話す」① hay（6/20）
第11回 「自分の出身地について話す」② estar（6/27）
第12回 【Unidad

4-6 確認テスト】、「伝統文化を紹介する」①直
接目的人称代名詞（7/4）
第13回 「伝統文化を紹介する」② saber, conocer（7/11）
第14回 a：試験、b：ふりかえり（7/18）
履修上の注意
〇毎回の学習内容について全て理解した上で学習を進めていくこと
が大切です。授業への積極的な参加、復習、確認テストのための
学習を怠らないことで、確実に習得できます。コツコツと学習・
練習を続けてゆきましょう。
〇授業を聞いてわからないことについては、遠慮なく授業中や授業
の前後に聞いてください。わからないことがたまってしまうと
フォローアップが大変です。一つの項目ごとに疑問を全てクリア
にしていきましょう。
〇三分の一以上欠席した場合には、原則として評価の対象外となり
ます。
〇授業には、辞書（紙または電子辞書）を持参してください。
準備学習（予習・復習等）の内容
〇予習：指定された場合には、その範囲の単語の意味を調べ、暗記
してきてください。
〇復習：授業で取り組んだ問題の見直しを行ってください。また、
宿題も復習になります。必ず授業前に余裕をもって取り組んでく
ださい。なお、確認テストは満点をとるつもりで復習したうえで
臨んでください。
教科書
『アクシオン！《三訂版》』四宮瑞枝ほか著、白水社、2021年。
参考書
授業で適宜紹介します。
成績評価の方法
確認テスト（30％）、期末テスト（50％）、授業参加（10％）、小
テスト・宿題（10％）で評価します。
遅刻・欠席、授業態度不良、宿題の未遂行・未提出は減点します。
その他

― 158 ―

科目ナンバー：(AG)LAN141N
科

目

名

スペイン語Ⅰb 農学科

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN141N
担当者
福原

科

授業内容
1. イ
 ントロダクション、第8課：動詞 oír, venir, saber, conocer
など
2. 第8課：間接目的格人称代名詞、動詞 dar, decir, traer など
小テスト：8課の動詞の意味と活用（43頁）
3. 第9課：再帰動詞など
小テスト：8課の動詞の意味と活用（44頁）
4. 第9課：義務の表現など、第10課：前置詞格人称代名詞
小テスト：再帰動詞の意味と活用（49頁）
5. 第10課：動詞 gustar、所有形容詞後置形など
小テスト：再帰動詞の意味と活用（50頁）
6. 第11課：比較級、最上級など
小テスト：色の単語（46頁）
7. 第11課：不定語 ･ 否定語、感嘆文など
小テスト：生活習慣の単語（52頁）
8. 中間考査、第12課：点過去規則活用など
9. 第12課：点過去不規則活用、数100～2000など
小テスト：点過去規則活用（67頁）
10. 第13課：線過去形、点過去と線過去など
小テスト：点過去不規則活用（68頁）
11. 第13課：数10000、序数など
小テスト：線過去活用（73頁）
12. 第14課：過去分詞など
小テスト：数（74頁）
13. 第14課：完了形など
小テスト：過去分詞の意味と活用（79頁）
14a. 講義全体のふりかえりとまとめ
14b. 期末考査
※講義内容は必要に応じて変更することがある。
履修上の注意
学生は間違えることを恐れず、積極的に授業に参加し、わからな
いことがあれば遠慮なく質問してください。授業には必ずテキスト
と辞書を持参すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：次回の授業範囲についてあらかじめテキストの未修単語の意
味を調べてから出席する。
復習：わからないことがあれば次回の授業で質問できるよう、疑問
点と不明点を整理する。また、課題は必ず日本語の意味まで
調べてくること。さらに、言語習得に音読は欠かせないため、
テキストのスペイン語の文を音読すること。
教科書
『イメージ・スペイン語（Español en imágenes）
』エウヘ二オ・
デル・プラド、齊藤華子、仲道慎治 著 （朝日出版社）、2,500円（税
別）
参考書
授業内で随時指示します。
成績評価の方法
学期末テスト40％、中間テストの成績30％、課題と小テスト
15％、授業への参加15％として総合的に評価する。

名

スペイン語Ⅰb 農芸化学科

弘識

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
この授業は，現在形を学んでいることを前提に，現在完了形，過
去形など新しい時制を中心に学び，スペイン語の基礎を固めると同
時に，表現や理解の幅を広げていく。スペイン語である程度のコミュ
ニケーションを成立させること、辞書を片手にスペイン語の文章を
ある程度読み取れることを到達目標とする。
学んだ知識を用いて積極的に表現し，意欲をもって予復習に取り
組み，検定受検など自分なりの目標を定め，スペイン語力の向上に
努めてほしい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目です。
《授業の概要》
教科書に沿って文法事項の解説を行い、一通り解説が終わったら、
受講生を指名して教科書の例文の音読と解釈、練習問題への解答を
してもらい、文法力や語彙を習得します。毎回，宿題，予習などの
課題を義務づけます。またプリントを配布して補足的説明も行いま
す。学期末試験のほかに中間テストを実施します。

目

単位数

担当者

1単位

メンドサ

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スペイン語文法の基礎とスペイン語圏文化を交えて学んでいく。
簡単な語彙を用い，旅行などで使える最低限の会話ができることを
目的とする。まず，文法の基本的説明を行い，文例に従い練習問題
をこなしていく。また，現実的状況を想定し，ビデオ教材を用いて
日常会話を修得していく。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回：住まいを描写する。家具や電化製品の名前。
第２回：場所や存在を示す。ホテルの予約をする。
第３回：定冠詞と不定冠詞。hay（存在を表す）と estar（所在を表す）。
第４回：序数詞。スペインの住まい。小テスト。
第５回：食べる。レストランで食事を注文する。
第６回：好みを表現する。gustar 動詞。querer 動詞。
第７回：料理のレシピを理解する。命令形の規則形。
第８回：スペイン圏の食習慣。小テスト。
第９回：地区。交通機関について情報をたりとりする、指示をする。
第10回：命令形、不規則。命令形の用法。ser と estar の用法。
第11回：依頼する。住んでいる地区を描写する。
第12回：所有形容詞後置形。小テスト。
第13回：スペインの都市．サンティアゴ・デ・コンポステラ。
第14回：a）試験
b）まとめ

履修上の注意
授業の予習・復習をしておくこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で学習した内容を次回まで復習しておくこと。
教科書
Nuevo Español en Marcha. Libro del Alumno。1
『ポケットプログレッシブ 西和・和西辞典』（小学館）
参考書

成績評価の方法
テスト90％、授業の貢献度・宿題10％により総合的に行う。
その他

その他
オフィスアワー：金曜日12：30-13：30
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科目ナンバー：(AG)LAN141N
科

目

名

スペイン語Ⅰb 生命科学科

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN141N
担当者
福原

科

弘識

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
この授業は，現在形を学んでいることを前提に，現在完了形，過
去形など新しい時制を中心に学び，スペイン語の基礎を固めると同
時に，表現や理解の幅を広げていく。スペイン語である程度のコミュ
ニケーションを成立させること、辞書を片手にスペイン語の文章を
ある程度読み取れることを到達目標とする。
学んだ知識を用いて積極的に表現し，意欲をもって予復習に取り
組み，検定受検など自分なりの目標を定め，スペイン語力の向上に
努めてほしい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目です。
《授業の概要》
教科書に沿って文法事項の解説を行い、一通り解説が終わったら、
受講生を指名して教科書の例文の音読と解釈、練習問題への解答を
してもらい、文法力や語彙を習得します。毎回，宿題，予習などの
課題を義務づけます。またプリントを配布して補足的説明も行いま
す。学期末試験のほかに中間テストを実施します。
授業内容
1.   イントロダクション、第8課：動詞 oír, venir, saber, conocer
など
2. 第8課：間接目的格人称代名詞、動詞 dar, decir, traer など
小テスト：8課の動詞の意味と活用（43頁）
3. 第9課：再帰動詞など
小テスト：8課の動詞の意味と活用（44頁）
4. 第9課：義務の表現など、第10課：前置詞格人称代名詞
小テスト：再帰動詞の意味と活用（49頁）
5. 第10課：動詞 gustar、所有形容詞後置形など
小テスト：再帰動詞の意味と活用（50頁）
6. 第11課：比較級、最上級など
小テスト：色の単語（46頁）
7. 第11課：不定語 ･ 否定語、感嘆文など
小テスト：生活習慣の単語（52頁）
8. 中間考査、第12課：点過去規則活用など
9. 第12課：点過去不規則活用、数100～2000など
小テスト：点過去規則活用（67頁）
10. 第13課：線過去形、点過去と線過去など
小テスト：点過去不規則活用（68頁）
11. 第13課：数10000、序数など
小テスト：線過去活用（73頁）
12. 第14課：過去分詞など
小テスト：数（74頁）
13. 第14課：完了形など
小テスト：過去分詞の意味と活用（79頁）
14a. 講義全体のふりかえりとまとめ
14b. 期末考査
※講義内容は必要に応じて変更することがある。
履修上の注意
学生は間違えることを恐れず、積極的に授業に参加し、わからな
いことがあれば遠慮なく質問してください。授業には必ずテキスト
と辞書を持参すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：次回の授業範囲についてあらかじめテキストの未修単語の意
味を調べてから出席する。
復習：わからないことがあれば次回の授業で質問できるよう、疑問
点と不明点を整理する。また、課題は必ず日本語の意味まで
調べてくること。さらに、言語習得に音読は欠かせないため、
テキストのスペイン語の文を音読すること。
教科書
『イメージ・スペイン語（Español en imágenes）
』エウヘ二オ・
デル・プラド、齊藤華子、仲道慎治 著 （朝日出版社）、2,500円（税
別）
参考書
授業内で随時指示します。
成績評価の方法
学期末テスト40％、中間テストの成績30％、課題と小テスト
15％、授業への参加15％として総合的に評価する。
その他
オフィスアワー：金曜日12：30-13：30

目

名

スペイン語Ⅰb 食料環境政策学科

単位数
1単位

担当者
大場

樹精

授業の概要・到達目標
この授業では、直説法現在形までを学んでいる学生を対象に、不
規則動詞や動詞を使った様々な表現、3つの過去時制まで一通りの
文法を学びます。辞書を片手にウェブ上の記事やエッセイ、解説記
事、そのほか関心がある分野についての文章を理解すること、さら
にスペイン語である程度のコミュニケーションを成立させる力を身
につけることを目指します。
授業内容
第1回 春学期の復習、「パーティーを準備する」①（9/26）
第2回 「パーティーを準備する」②（10/3）
第3回 「ネットでつながる」（10/10）
第4回 【Unidad

7-9 確認テスト】、「旅行の計画を立てる」①
（10/17）
第5回 「旅行の計画を立てる」

②、「趣味について話す」①（gustar）
（10/24）
第6回 「趣味について話す」②（gustar, 比較）
（11/7）
第7回 「生活習慣と体調を述べる」（再帰動詞）
（11/14）
第8回 【Unidad

10-12確認テスト】、「地球市民として暮らす」①：
過去分詞、現在完了（11/21）
第9回 「地球市民として暮らす」② ：現在完了、現在分詞（11/28）
第10回 「地球市民として暮らす」③、

「ルーツをたどる」①：点過
去（12/5）
第11回 「ルーツをたどる」②（12/12）
第12回 「ルーツをたどる」③、「思い出を語る」①（12/19）
第13回 「思い出を語る」②、過去時制まとめ（1/16）
第14回 1/23 a：試験、b：ふりかえり（1/23）
履修上の注意
〇毎回の学習内容について全て理解した上で学習を進めていくこと
が大切です。授業への積極的な参加、復習、確認テストのための
学習を怠らないことで、確実に習得できます。コツコツと学習・
練習を続けてゆきましょう。
〇授業を聞いてわからないことについては、遠慮なく授業中や授業
の前後に聞いてください。わからないことがたまってしまうと
フォローアップが大変です。一つの項目ごとに疑問を全てクリア
にしていきましょう。
〇三分の一以上欠席した場合には、原則として評価の対象外となり
ます。
〇授業には、辞書（紙または電子辞書）を持参してください。
準備学習（予習・復習等）の内容
〇予習：指定された場合には、その範囲の単語の意味を調べ、暗記
してきてください。
〇復習：授業で取り組んだ問題の見直しを行ってください。また、
宿題も復習になります。必ず授業前に余裕をもって取り組んでく
ださい。なお、小テストおよび確認テストは満点をとるつもりで
復習したうえで臨んでください。
教科書
『アクシオン！ 《三訂版》』 四宮瑞枝ほか著、白水社、2021年。
（2200円＋税）
参考書
授業で適宜紹介します。
成績評価の方法
確認テスト（30％）、期末テスト（50％）、授業参加（10％）、小
テスト・宿題（10％）で評価します。
遅刻・欠席、授業態度不良、宿題の未遂行・未提出は減点します。
その他
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科目ナンバー：(AG)LAN141N
科

目

名

スペイン語Ⅱa 農学科

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN141N
担当者
大場

科

授業内容
第1回 イントロダクション。「あいさつする」① （4/11）
第2回 「あいさつする」②：アルファベット、発音（4/18）
第3回 「食料品を買う」：名詞の性・数、冠詞（4/25）
第4回 「人を紹介する」①：主語人称代名詞、ser（5/9）
第5回 「人を紹介する」②：形容詞、疑問文・否定文 （5/16）
第6回 【Unidad

1-3確認テスト】、「仕事や勉強について話す」
①（5/23）
第7回 「仕事や勉強について話す」②：直説法現在 （5/30）
第8回 「日常生活について話す」①：直説法現在、＜発展練習：

スペイン語圏の料理＞（6/6）
第9回 「日常生活について話す」②（6/13）
＜映画でスペイン語：マチュ
第10回 「日常生活について話す」③

カ＞（6/20）
第11回 【Unidad

4,5 確認テスト】「自分の出身地について話す」
① hay（6/27）
第12回 「自分の出身地について話す」② estar（7/4）
第13回 「自分の出身地について話す」③、まとめ（7/11）
第14回 a：試験、b：ふりかえり（7/18）
履修上の注意
〇毎回の学習内容について全て理解した上で学習を進めていくこと
が大切です。授業への積極的な参加、復習、確認テストのための
学習を怠らないことで、確実に習得できます。コツコツと学習・
練習を続けてゆきましょう。
〇授業を聞いてわからないことについては、遠慮なく授業中や授業
の前後に聞いてください。わからないことがたまってしまうと
フォローアップが大変です。一つの項目ごとに疑問を全てクリア
にしていきましょう。
〇三分の一以上欠席した場合には、原則として評価の対象外となり
ます。
〇授業には、辞書（紙または電子辞書）を持参してください。
準備学習（予習・復習等）の内容
〇予習：指定された場合には、その範囲の単語の意味を調べ、暗記
してきてください。
〇復習：授業で取り組んだ問題の見直しを行ってください。また、
宿題も復習になります。必ず授業前に余裕をもって取り組んでく
ださい。なお、確認テストは満点をとるつもりで復習したうえで
臨んでください。
教科書
『アクシオン！ 《三訂版》』 四宮瑞枝ほか著、白水社、2021年。
（2200円＋税）
参考書
授業で適宜紹介します。
成績評価の方法
確認テスト（30％）、期末テスト（50％）、授業参加（10％）、小
テスト・宿題（10％）で評価します。
遅刻・欠席、授業態度不良、宿題の未遂行・未提出は減点します。
その他

名

スペイン語Ⅱa 農芸化学科

樹精

授業の概要・到達目標
この授業は、スペイン語の基礎文法・語彙・発音から学び始め、
基礎中の基礎となる重要な文法項目を扱います。
半期間で、辞書を片手に現在形で書かれた文章の意味をある程度
読み取り、スペイン語で最低限の意志を伝えられるようになること
を到達目標とします。また、本授業では、スペイン語圏の国々に関
する基礎知識を身につけ、多様な文化に親しむことも目指します。

目

単位数
1単位

担当者
渡辺

有美

授業の概要・到達目標
この授業は，初めてスペイン語を学習する人を対象として，スペイン
語の発音から学びはじめ，現在形を使ってある程度表現・理解ができ，
スペイン語で最低限の意志を伝えられるようになることを到達目標とし
ます。
スペイン語は，発音が日本語に近く比較的簡単です。綴りと発音の関
係が明確で，比較的発音しやすいので，最初からスムーズに学んでいけ
ます。動詞の活用，名詞／形容詞の性数一致など，新しく覚えることに
関しては、難しいと感じることもあるかもしれませんが，発音のしやす
さをバネに乗り越えていきましょう。
またそのためにも , 声に出して繰り返し文章を読み，音とリズムで練
習を重ねて，一歩一歩着実に進んでいけるように取り組んでください。

授業内容

春学期は、以下の３点の習得を重点課題として授業を行います。
１、スペイン語の発音
２、名詞・形容詞の性数一致 （所有詞、指示詞含む）
３、動詞の活用 （直説法現在（ser、estar、haber [hay], 最頻出の規
則動詞と不規則動詞）
第１回：イントロダクション（スペイン語とは）,アルファベット , 発音 ,
アクセント
第２回：名詞、冠詞
第３回：形容詞 （1）
第４回：現在形不規則動詞 SER/ESTAR
第５回：疑問詞 , 形容詞 （2）, 序数詞
第６回：所有詞 , 指示詞 , 否定文 , 疑問文
第７回：a：第1回～第6回のまとめ
b：中間試験
第８回：現在形規則動詞
第９回：目的格人称代名詞 （1）
第10回：目的格人称代名詞 （2）, 時刻の表現
第11回：動詞 SER/ESTAR/HAY
第12回：GUSTAR 型動詞 , 不定語・否定語
第13回：前置詞 , 第8回～第12回のまとめ
第14回 a：試験
b：春学期のまとめ , 夏季休暇中の課題

履修上の注意

・授業回数の３分の１以上を欠席した場合 , 原則として定期試験の受験
はできません。
・この授業は , 基本的に , 対面授業（大学内）または , 認定された在宅受
講者むけのリアルタイム配信の同時進行で行います。状況によっては ,
教室で受講する場合でも Zoom や Oh-o！Meiji に接続していただくこ
とになるので , その際は , 毎回自分の PC を必ず持参してください。
そして , ハウリング防止のため ,PC に使うイヤホンを必ず持参してく
ださい。PC 使用の場合ですが , 大学には十分な充電箇所がないので ,
あらかじめ充電をしてきてください。ただし , 大学の活動制限指針レ
ベルによっては , 対面授業からオンライン授業等に代わることも想定
しています。「授業お知らせ」には注目していてください。
・初習外国語は , 自発的かつ継続的な学習で習得度に大きな差が出ます。
積極的に授業に参加し , 自習する習慣をつけましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

・あらかじめ次回学習部分の教科書をよく読んで新しい項目を調べ , 不
明な点については質問を準備してくること。
・授業で出された宿題や課題は必ずやってくること。
・授業において文法説明を聞いた後 , 次回の授業までに自分の頭で理解
し , 説明できるようにしておくこと。

教科書

指定教科書：『初級スペイン語エクセレンテ !!! 三訂版 Excelente! ! !』
渡辺有美他著（朝日出版社）

参考書

・辞書については初回授業時に指示します。
・参考書や単語帳などはいろいろ出版されていますが「○○な文法書が
,
欲しい」「ワーク形式の問題集が欲しい」などでよくわからないとい
う方は相談にのりますので個別にメール連絡ください。

成績評価の方法

・定 期試験（数回）,小テスト（Oh-o！Meiji の小テスト機能による復習
課題）, 授業参加度・貢献度などを総合的に評価します。
・テスト形態はその都度お知らせします。

その他

・授業進度に応じて , 適宜、
「スペイン語技能検定」について紹介します。
・授業開始時までに ,Oh-o！Meiji の「授業内容・資料」に掲載した「授
,
業に関する注意事項」のファイルに目を通して , 内容を確認しておい
てください。
・あらゆる連絡・相談については , メールでいつでも受け付けますので ,
このクラスのことに関しては , まずは担当教員である渡辺まで連絡・
相談ください。メールアドレスは Oh-o！Meiji でお知らせします。
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科目ナンバー：(AG)LAN141N
科

目

名

スペイン語Ⅱa 生命科学科

科目ナンバー：(AG)LAN141N

単位数

担当者

1単位

メンドサ

科

目

名

単位数

スペイン語Ⅱa 食料環境政策学科

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スペイン語 I で修得した文法基礎の応用。文法，語彙力を磨き，
様々な練習問題をこなしながら，スペイン語を確実なものとしてい
く。辞書を使いすぐに不明な語や表現を探すことができるように辞
書を引くことを習慣づける。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回：挨拶と自己紹介をする。アルファベットと発音、スペイン
語圏の国々。
第２回：国々と国籍、簡単な単語、スペイン圏の世界遺産。
第３回：他者を紹介する、国籍、職業。テスト。
第４回：ser と tener 動詞－現在形、文の使い方。主語人称代名詞，
スペイン語の動詞について。
第５回：定冠詞と不定冠詞の用法。規則動詞－現在形。相手を指す
代名詞。疑問代名詞。
第６回：名詞の性、名詞の数。形容詞の性数，形容詞の用法。テス
ト。
第７回：電話番号や住所を尋ねる。tú と usted の使い方。
第８回：家族を紹介する。個人情報をやりとりする、物や人の住所。
第９回：所有（誰それの）を表現する。所有形容詞前置形，従属節
の作り方。テスト。
第10回：時刻の表し方。estar 動詞－現在形。指し代名詞。
第11回：時間を尋ねると伝える。スペイン語圏の家族、お祝いの習
慣。
第12回：仕事（場所、職業、時間帯）について話す。日常生活につ
いて話す。テスト。
第13回：朝食を注文する。再帰代名詞－現在形。不規則動詞－現在
形。
第14回：a）試験
b）まとめ

1単位

担当者
渡辺

有美

授業の概要・到達目標

この授業は，初めてスペイン語を学習する人を対象として，スペイン
語の発音から学びはじめ，現在形を使ってある程度表現・理解ができ，
スペイン語で最低限の意志を伝えられるようになることを到達目標とし
ます。
スペイン語は，発音が日本語に近く比較的簡単です。綴りと発音の関
係が明確で，比較的発音しやすいので，最初からスムーズに学んでいけ
ます。動詞の活用，名詞／形容詞の性数一致など，新しく覚えることに
関しては、難しいと感じることもあるかもしれませんが，発音のしやす
さをバネに乗り越えていきましょう。
またそのためにも , 声に出して繰り返し文章を読み，音とリズムで練
習を重ねて，一歩一歩着実に進んでいけるように取り組んでください。

授業内容

春学期は、以下の３点の習得を重点課題として授業を行います。
１、スペイン語の発音
２、名詞・形容詞の性数一致 （所有詞、指示詞含む）
３、動詞の活用 （直説法現在（ser、estar、haber [hay], 最頻出の規
則動詞と不規則動詞）
第１回：イントロダクション（スペイン語とは）,アルファベット , 発音 ,
アクセント
第２回：名詞、冠詞
第３回：形容詞 （1）
第４回：現在形不規則動詞 SER/ESTAR
第５回：疑問詞 , 形容詞 （2）, 序数詞
第６回：所有詞 , 指示詞 , 否定文 , 疑問文
第７回：a：第1回～第6回のまとめ
b：中間試験
第８回：現在形規則動詞
第９回：目的格人称代名詞 （1）
第10回：目的格人称代名詞 （2）, 時刻の表現
第11回：動詞 SER/ESTAR/HAY
第12回：GUSTAR 型動詞 , 不定語・否定語
第13回：前置詞 , 第8回～第12回のまとめ
第14回 a：試験
b：春学期のまとめ , 夏季休暇中の課題

履修上の注意

・授業回数の３分の１以上を欠席した場合 , 原則として定期試験の受験
はできません。
・この授業は , 基本的に , 対面授業（大学内）または , 認定された在宅受
講者むけのリアルタイム配信の同時進行で行います。状況によっては ,
教室で受講する場合でも Zoom や Oh-o！Meiji に接続していただく
ことになるので , その際は , 毎回自分の PC を必ず持参してください。
そして , ハウリング防止のため ,PC に使うイヤホンを必ず持参してく
ださい。PC 使用の場合ですが , 大学には十分な充電箇所がないので ,
あらかじめ充電をしてきてください。ただし , 大学の活動制限指針レ
ベルによっては , 対面授業からオンライン授業等に代わることも想定
しています。「授業お知らせ」には注目していてください。
・初習外国語は , 自発的かつ継続的な学習で習得度に大きな差が出ます。
積極的に授業に参加し , 自習する習慣をつけましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容
履修上の注意
授業の予習・復習をしておくこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で学習した内容を次回まで復習しておくこと。

・あらかじめ次回学習部分の教科書をよく読んで新しい項目を調べ , 不
明な点については質問を準備してくること。
・授業で出された宿題や課題は必ずやってくること。
・授業において文法説明を聞いた後 , 次回の授業までに自分の頭で理解
し , 説明できるようにしておくこと。

教科書

指定教科書：『初級スペイン語
渡辺有美他著（朝日出版社）

エクセレンテ !!! 三訂版 Excelente! ! !』

参考書
教科書
Nuevo Español en Marcha. Libro del Alumno。1
『ポケットプログレッシブ西和・和西辞典』（小学館）
参考書
なし
成績評価の方法
テスト80％、授業の貢献度・宿題20％により総合的に行う。
その他

・辞書については初回授業時に指示します。
・参考書や単語帳などはいろいろ出版されていますが「○○な文法書が
,
欲しい」「ワーク形式の問題集が欲しい」などでよくわからないとい
う方は相談にのりますので個別にメール連絡ください。

成績評価の方法

・定 期試験（数回）,小テスト（Oh-o！Meiji の小テスト機能による復習
課題）, 授業参加度・貢献度などを総合的に評価します。
・テスト形態はその都度お知らせします。

その他

・授業進度に応じて , 適宜、
「スペイン語技能検定」について紹介します。
・授業開始時までに ,Oh-o！Meiji の「授業内容・資料」に掲載した「授
,
業に関する注意事項」のファイルに目を通して , 内容を確認しておい
てください。
・あらゆる連絡・相談については , メールでいつでも受け付けますので ,
このクラスのことに関しては , まずは担当教員である渡辺まで連絡・
相談ください。メールアドレスは Oh-o！Meiji でお知らせします。
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科目ナンバー：(AG)LAN141N
科

目

名

スペイン語Ⅱb 農学科

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)LAN141N
担当者
大場

科

授業内容
第1回 春学期の復習、「伝統文化を紹介する」①（9/26）
第2回 「伝
 統 文 化 を 紹 介 す る」 ② 直 接 目 的 人 称 代 名 詞 saber,
conocer（10/3）
第3回 「伝統文化を紹介する」③、

＜発展練習：スペイン語圏の
祝祭＞（10/10）
第4回 「パーティーを準備する」①（10/17）
第5回 「パーティーを準備する」②、＜映画でスペイン語：Coco

＞（10/24）
第6回 【Unidad 7,8 確認テスト】
「
、ネットでつながる」
①、
（11/7）
第7回 「ネットでつながる」②、「旅行の計画を立てる」①（11/14）
第8回 「旅行の計画を立てる」②、
＜発展練習：スペイン語圏の

世界遺産＞（11/21）
第9回 「趣味について話す」（gustar）（11/28）
第10回 【Unidad

9-11確認テスト】、「生活習慣と体調を述べる」
①（再帰動詞）（12/5）
第11回 「生活習慣と体調を述べる」②、

「地球市民として暮らす」
①（12/12）
第12回 「地球市民として暮らす」②、「ルーツをたどる」①（12/19）
第13回 「ルーツをたどる」②（1/16）
第14回 1/23 a：試験、b：ふりかえり（1/23）
履修上の注意
〇毎回の学習内容について全て理解した上で学習を進めていくこと
が大切です。授業への積極的な参加、復習、確認テストのための
学習を怠らないことで、確実に習得できます。コツコツと学習・
練習を続けてゆきましょう。
〇授業を聞いてわからないことについては、遠慮なく授業中や授業
の前後に聞いてください。わからないことがたまってしまうと
フォローアップが大変です。一つの項目ごとに疑問を全てクリア
にしていきましょう。
〇三分の一以上欠席した場合には、原則として評価の対象外となり
ます。
〇授業には、辞書（紙または電子辞書）を持参してください。
準備学習（予習・復習等）の内容
〇予習：指定された場合には、その範囲の単語の意味を調べ、暗記
してきてください。
〇復習：授業で取り組んだ問題の見直しを行ってください。また、
宿題も復習になります。必ず授業前に余裕をもって取り組んでく
ださい。なお、確認テストは満点をとるつもりで復習したうえで
臨んでください。
教科書
『アクシオン！ 《三訂版》』 四宮瑞枝ほか著、白水社、2021年。
（2200円＋税）
参考書
授業で適宜紹介します。
成績評価の方法
確認テスト（30％）、期末テスト（50％）、授業参加（10％）、小
テスト・宿題（10％）で評価します。
遅刻・欠席、授業態度不良、宿題の未遂行・未提出は減点します。
その他

名

スペイン語Ⅱb 農芸化学科

樹精

授業の概要・到達目標
この授業は現在形まで学習した人を対象に、より多くの動詞や動
詞を使った表現、過去時制を学びます。
辞書を片手にある程度の文章を理解できるようになることを目標
とするほか、スペイン語圏の文化も取り上げ、地域によって異なる
文化の多層性を理解することも目指します。

目

単位数
1単位

担当者
渡辺

有美

授業の概要・到達目標
この授業では，現在形を学んでいることを前提に，現在完了形，過去
形など新しい時制を中心に学び，スペイン語の基礎を固めると同時に，
表現や理解の幅を広げていきます。学んだ知識を用いて積極的に表現し，
コミュニケーションを成立させることを到達目標とします。
またそのためにも , 意欲をもって予復習に取り組み（声に出して繰り
返し文章を読み，音とリズムで練習を重ねる等）， 検定受検など自分な
りの目標も定めてスペイン語力の向上に努めてください。一歩一歩着実
に進んでいけるように取り組んでください。

授業内容

秋学期は、以下の３点の習得を重点課題として , コミュニケーション力
が向上するよう授業を行います。
１、再帰動詞の理解
２、動詞の活用 （直説法現在 , 点過去 , 線過去 , 未来 , 過去未来の規則
動詞と不規則動詞）
３、過去時制の使い分け
第１回：イントロダクション（春学期の復習 , 秋学期の授業について）
現在形不規則動詞 （1）
第２回：現在形不規則動詞 （2）
第３回：再帰動詞
第４回：比較表現
第５回：過去分詞，現在完了
第６回：現在分詞，現在進行形
第７回：a：第1回～第6回のまとめ
b：中間試験
第８回：点過去 （1）
第９回：点過去 （2）
第10回：線過去
第11回：点過去と線過去，関係詞
第12回：未来，過去未来
第13回：過去完了 , 第8回～第12回のまとめ
第14回 a：試験
b：秋期のまとめ , 春休暇中の課題

履修上の注意

・授業回数の３分の１以上を欠席した場合 , 原則として定期試験の受
験はできません。
・この授業は , 基本的に , 対面授業（大学内）または , 認定された在宅受
講者むけのリアルタイム配信の同時進行で行います。状況によっては ,
教室で受講する場合でも Zoom や Oh-o！Meiji に接続していただくこ
とになるので , その際は , 毎回自分の PC を必ず持参してください。
そして , ハウリング防止のため ,PC に使うイヤホンを必ず持参してく
ださい。PC 使用の場合ですが , 大学には十分な充電箇所がないので ,
あらかじめ充電をしてきてください。ただし , 大学の活動制限指針レ
ベルによっては , 対面授業からオンライン授業等に代わることも想定
しています。「授業お知らせ」には注目していてください。
・初習外国語は , 自発的かつ継続的な学習で習得度に大きな差が出ま
す。積極的に授業に参加し , 自習する習慣をつけましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

・あらかじめ次回学習部分の教科書をよく読んで新しい項目を調べ , 不
明な点については質問を準備してくること。
・授業で出された宿題や課題は必ずやってくること。
・授業において文法説明を聞いた後 , 次回の授業までに自分の頭で理解
し , 説明できるようにしておくこと。

教科書

指定教科書：『初級スペイン語エクセレンテ !!! 三訂版 Excelente! ! !』
渡辺有美他著（朝日出版社）

参考書

辞書 , 参考書 , 単語帳などはいろいろ出版されていますが「○○な文
,
法書 , 辞書が欲しい」
「ワーク形式の問題集が欲しい」など , 相談したい
という方は相談にのりますので個別にメールください。

成績評価の方法

・定 期試験（数回）,小テスト（Oh-o！Meiji の小テスト機能による復習
課題）,授業参加度・貢献度などを総合的に評価します。
・テスト形態はその都度お知らせします。

その他

・授業進度に応じて , 適宜、「スペイン語技能検定」について紹介しま
す。
・授 業開始時までに , Oh-o！Meiji の「授業内容・資料」に掲載した ,
「授業に関する注意事項」のファイルに目を通して , 内容を確認し
ておいてください。
・あらゆる連絡・相談については , メールでいつでも受け付けますので ,
このクラスのことに関しては , まずは担当教員である渡辺まで連絡・
相談ください。メールアドレスは Oh-o！Meiji でお知らせします。
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科目ナンバー：(AG)LAN141N
科

目

名

スペイン語Ⅱb 生命科学科

科目ナンバー：(AG)LAN141N

単位数

担当者

1単位

メンドサ

科

目

名

単位数

スペイン語Ⅱb 食料環境政策学科

授業の概要・到達目標
スペイン語 I で修得した文法基礎の応用。文法，語彙力を磨き，
様々な練習問題をこなしながら，スペイン語を確実なものとしてい
く。辞書を使いすぐに不明な語や表現を探すことができるように辞
書を引くことを習慣づける。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
授業内容
第１回：住まいを描写する。家具や電化製品の名前。
第２回：場所や存在を示す。ホテルの予約をする。
第３回：定冠詞と不定冠詞。hay（存在を表す）と estar（所在を表す）。
第４回：序数詞。スペインの住まい。テスト。
第５回：食べる。レストランで食事を注文する。
第６回：好みを表現する。gustar 動詞。querer 動詞。
第７回：料理のレシピを理解する。命令形の規則形。
第８回：スペイン圏の食習慣。テスト。
第９回：地区。交通機関について情報をたりとりする、指示をする。
第10回：命令形、不規則。命令形の用法。ser と estar の用法。
第11回：依頼する。住んでいる地区を描写する。
第12回：所有形容詞後置形。テスト。
第13回：スペインの都市．サンティアゴ・デ・コンポステラ。
第14回：a）復習。
b）試験。

1単位

担当者
渡辺

有美

授業の概要・到達目標

この授業では，現在形を学んでいることを前提に，現在完了形，過去
形など新しい時制を中心に学び，スペイン語の基礎を固めると同時に，
表現や理解の幅を広げていきます。学んだ知識を用いて積極的に表現し，
コミュニケーションを成立させることを到達目標とします。
またそのためにも , 意欲をもって予復習に取り組み（声に出して繰り
返し文章を読み，音とリズムで練習を重ねる等），検定受検など自分な
りの目標も定めてスペイン語力の向上に努めてください。一歩一歩着実
に進んでいけるように取り組んでください。

授業内容
秋学期は、以下の３点の習得を重点課題として , コミュニケーション力
が向上するよう授業を行います。
１、再帰動詞の理解
２、動詞の活用（直説法現在 , 点過去 , 線過去 , 未来 , 過去未来の規則動
詞と不規則動詞）
３、過去時制の使い分け
第１回：イントロダクション（春学期の復習 , 秋学期の授業について）
現在形不規則動詞 （1）
第２回：現在形不規則動詞 （2）
第３回：再帰動詞
第４回：比較表現
第５回：過去分詞，現在完了
第６回：現在分詞，現在進行形
第７回：a：第1回～第6回のまとめ
b：中間試験
第８回：点過去 （1）
第９回：点過去 （2）
第10回：線過去
第11回：点過去と線過去，関係詞
第12回：未来，過去未来
第13回：過去完了 , 第8回～第12回のまとめ
第14回 a：試験
b：秋期のまとめ , 春休暇中の課題

履修上の注意
・授業回数の３分の１以上を欠席した場合 , 原則として定期試験の受験
はできません。
・この授業は , 基本的に , 対面授業（大学内）または , 認定された在宅受
講者むけのリアルタイム配信の同時進行で行います。状況によっては ,
教室で受講する場合でも Zoom や Oh-o！Meiji に接続していただくこ
とになるので , その際は , 毎回自分の PC を必ず持参してください。
そして , ハウリング防止のため ,PC に使うイヤホンを必ず持参してく
ださい。PC 使用の場合ですが , 大学には十分な充電箇所がないので ,
あらかじめ充電をしてきてください。ただし , 大学の活動制限指針レ
ベルによっては , 対面授業からオンライン授業等に代わることも想定
しています。「授業お知らせ」には注目していてください。
・初習外国語は , 自発的かつ継続的な学習で習得度に大きな差が出ます。
積極的に授業に参加し , 自習する習慣をつけましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

履修上の注意
授業の予習・復習をしておくこと。

・あらかじめ次回学習部分の教科書をよく読んで新しい項目を調べ , 不
明な点については質問を準備してくること。
・授業で出された宿題や課題は必ずやってくること。
・授業において文法説明を聞いた後 , 次回の授業までに自分の頭で理解
し , 説明できるようにしておくこと。

教科書
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で学習した内容を次回までに復習すること。
教科書
Nuevo Español en Marcha. Libro del Alumno。1
『ポケットプログレッシブ西和・和西辞典』（小学館）
参考書
なし
成績評価の方法
テスト90％、授業の貢献度・宿題10％により総合的に行う。
その他

指定教科書：『初級スペイン語
渡辺有美他著（朝日出版社）

エクセレンテ !!! 三訂版 Excelente! ! !』

参考書
辞書 , 参考書 , 単語帳などはいろいろ出版されていますが「○○な文
,
法書 , 辞書が欲しい」「ワーク形式の問題集が欲しい」など , 相談したい
という方は相談にのりますので個別にメールください。

成績評価の方法
・定 期試験（数回）, 小テスト（Oh-o！Meiji の小テスト機能による復
習課題）, 授業参加度・貢献度などを総合的に評価します。
・テスト形態はその都度お知らせします。

その他
・授業進度に応じて , 適宜、「スペイン語技能検定」について紹介しま
す。
・授 業開始時までに , Oh-o！Meiji の「授業内容・資料」に掲載した ,
「授業に関する注意事項」のファイルに目を通して , 内容を確認し
ておいてください。
・あらゆる連絡・相談については , メールでいつでも受け付けますので ,
このクラスのことに関しては , まずは担当教員である渡辺まで連
絡・相談ください。メールアドレスは Oh-o！Meiji でお知らせします。
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科目ナンバー：(AG)LAN241N
科

目

名

スペイン語 Ⅲ（ 1 ）

科目ナンバー：(AG)LAN241N

単位数

担当者

1単位

メンドサ

科

目

名

スペイン語 Ⅲ（ 2 ）

単位数

担当者

1単位

メンドサ

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スペイン語文法を基本とし，簡単な日常会話に親しみ，コミュニ
ケーションのためのスペイン語力を習得すること。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
文法の総復習をしながら，直接法のあらゆる動詞の活用を駆使し，
簡単な日常会話レベルのスペイン語力をつけられるよう，練習して
いきます。

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
全ての文法項目を含めたスペイン語の総復習をし，文法を全体的
にみながら，スペイン語力を向上させることを目的とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。
《授業の概要》
文法の総復習をしながら，直接法のあらゆる動詞の活用を駆使し，
簡単な日常会話レベルのスペイン語力をつけられるよう，練習して
いきます。

授業内容
第１回：友達と出かける。電話で話す。約束をする。
第２回：進行中の動作をする。お願いする。住んでいる地区を描写
する。
第３回：文化について、スペイン語圏の若者の余暇の過ごし方。小
テスト。
第４回：休暇。生き方を尋ねる。教える、過去（昨日）のことを話
す。
第５回：天候について話す。 一年の月や季節。
第６回：文化について、スペインで休暇を過ごす。小テスト。
第７回：料理のレシピを理解する。命令形の規則形。
第８回：スペイン圏の食習慣。小テスト。
第９回：買い物で使う表現：色、洋服について描写する。比較をす
る。
第10回：命 令形、不規則。命令形の用法。ser と estar の用法。小
テスト。
第11回：健康と病気。体の都立や病気について話す。
第12回：過去の習慣について話す。
第13回：これからのプランやしたいことについて話す。小テスト。
第14回：a）試験
b）まとめ

授業内容
第１回：現在分詞。紹介する。待ち合わせる。賛成と断る返事。
第２回：外見や性格を描写する。
第３回：形容詞と反対。若者の関心。週末の時間の過ごしかた。小
テスト。
第４回：店の名前。点過去。過去の話。天気について話す。
第５回：メキシコの祭り：カルナバル、聖週間、お盆、クリスマス
と正月。
第６回：夏休みについての手紙。スペインでの休暇。小テスト。
第７回：直接目的・関節目的格。装いについて述べる。
第８回：比較級。指示代名詞。小テスト。
第９回：好きなこと。絵について。ピカソのゲルニカ。
第10回：体の部分。痛みについての表現。
第11回：住んでいた地区の描写。線過去の使い方。
第12回：インカ文明について。山への旅。習慣について話す。小テ
スト。
第13回：スペインの都市。バルセロナ。
第14回：a）復習。
b）試験。

履修上の注意
授業の予習・復習をしておくこと。

履修上の注意
授業の予習・復習をしておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業で学習した内容を次回までに復習しておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業で学習した内容を次回までに復習しておくこと。

教科書
Español。プリントを配る
『ポケット プログレッシブ

教科書
Español。プリントを配る

西和・和西辞典』（小学館）

参考書
なし

参考書
なし

成績評価の方法
評価は授業の貢献度90％・試験10％により総合的に行う。

成績評価の方法
授業の貢献度90％・宿題10％により総合的に評価する。

その他

その他
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科目ナンバー：
科

目

名

中国語Ⅰについて

単位数

科目ナンバー：(AG)LAN161N
担当者

科

各1単位

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
これまで日本は欧米ばかりに目を向け，近隣アジアを軽視してき
たという考えは，もはや時代遅れになっているといえます。日本人
はアジアの一員でありながら，意外なほどアジアを知らずに過ごし
てきましたが，現在特に中国が世界のなかで占める役割の重要さは
みなさんのよく知るところです。今，盛んな日中両国の交流の中で，
中国語に熟達した人材が強く求められています。この授業は基礎的
な中国語を修得するとともに，中国やアジアに深い理解と鋭い洞察
力をもつ人間を育成することを目標にしています。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A
に対応する科目です。
授業内容
中国語Ⅰ 原則として文法に重点をおきます。
しかし中国語Ⅰも中国語Ⅱもゼロからスタートする人を対象とし
ますので，中国語を学ぶ初歩として，中国語の発音体系─ピンイン，
中国語の表記文字─簡体字を始め，初級文法，基本文型などの習得
は不可欠です。したがって，いずれの場合も，発音，系統的な文法，
初歩的な会話，平易な文章の読解など，総合的な中国語の基礎学力
を養います。
履修上の注意
必修単位が修得できなかった場合は，次のとおりです。
「中国語語Ⅰ a」の単位が修得できなかった場合，次年度以降の「中
国語語Ⅰ a」の授業（学科は問いません）から１つを選択し，所定
の単位数を修得しなければなりません。
「中国語語Ⅰ b」の単位が修得できなかった場合も同様で，次年
度以降の「中国語語Ⅰ b」の授業を再履修し，所定の単位数を取得
しなければなりません。

目

名

単位数

中国語Ⅰa 農

1単位

授業内容
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回

第一課
第二課
第三課
第四課
第五課
第六課
第七課
第八課
第九課
第十課
第十一課
第十二課
総 復 習
a：まとめ、b：試験。

準備学習（予習・復習等）の内容
復習を必ず行ってください。

教科書
各担当教員が選定します。

教科書
『 理香と王麗ー話す中国語１ 』

参考書
各担当教員が紹介します。
成績評価の方法
担当者の指示にしたがってください。
◎春学期・秋学期の筆記試験
◎各担当教員による発音・暗唱・ヒアリング・単語などの小テスト
や作文などの課題
◎平常点などにより評価します。
その他
尚，さらに会話表現を身につけたいと考える学生は，学部間共通
外国語科目（MLP）の「中国語会話」，夏期に実施される「中国語
会話（集中講座）」などについての説明も参照のこと。

陳

授業の概要・到達目標
中国語初級の授業です。
《 授業の概要 》
発音から習い、ピーイン表現の規則を覚えます。
練習を繰り返し、正確な発音を習得します。
基礎的な文法を学び、基本文型を理解して、
簡単な日常会話ができるように進めていきます。
《 到達目標 》
⑴ 基本的な発音規則と簡単なフレーズを覚えます。
⑵ 中国語の構文と語順等の基礎的な文法を学びます。
⑶ 平易な中国語の日常会話を習得します。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、
学習・教育目標の A に対応する科目となります。

履修上の注意
第１回目の授業までに教科書を購入すること。
欠席せず積極的に取り組むことを期待しています。

準備学習（予習・復習等）の内容
各科目の担当者の指示に従って下さい。

担当者

朝日出版社

参考書

成績評価の方法
期末試験の成績６０％ 、受講態度４０ % とします。
その他
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英招

科目ナンバー：(AG)LAN161N
科

目

名

単位数

中国語Ⅰa 化

1単位

科目ナンバー：(AG)LAN161N
担当者
中本

科

梅衣

授業の概要・到達目標
中国語を初めて学ぶ学生を対象として楽しみながら学び、後期の
中国語Ⅱにつなげていく。
到達目標は、（１） ピンイン（発音表記）と正確な発音の習得、（２）
日常生活で使われる基本的な単語と会話文の習得、（３） 初歩的な文
法力を身につけることに置く。
中国語は特に発音が命なので、間違えてもいいから大きな声を出
して発音してもらう。語彙・文法を学ぶために教科書の表現を暗記
する。中国の文化・社会についても随時取り上げる。
授業内容
第１回：オリエンテーション 年間授業の計画についての説明と指
示。
第２回：発音１ ピンイン、声調、単母音。
第３回：発音２ 子音。
第４回：発音３ 複合母音（前半）。
第５回：発音４ 複合母音（後半）と挨拶言葉。
第６回：発音小テストと第一課「学習の要点と文型練習」。
第７回：第一課本文と練習問題、副課文。
第８回：第二課「学習の要点と文型練習」。
第９回：第二課本文と練習問題、副課文。
第10回：第三課「学習の要点と文型練習」。
第11回：第三課本文と練習問題、副課文。
第12回：第四課「学習の要点と文型練習」。
第13回：第四課本文と練習問題、副課文。
第14回：期末試験。

履修上の注意
１ ５回及びそれ以上欠席した者は単位取得を認めない。
２ 欠席・遅刻した者は一回あたり５点の減点とする。
３ 宿題も評価の対象になる。
４ 辞書を必ず用意すること。

目

名

単位数

中国語Ⅰa 生

1単位

授業内容
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回

第一課
第二課
第三課
第四課
第五課
第六課
第七課
第八課
第九課
第十課
第十一課
第十二課
総 復 習
a：まとめ、b：試験。

履修上の注意
第１回目の授業までに教科書を購入すること。
欠席せず積極的に取り組むことを期待しています。
準備学習（予習・復習等）の内容
復習を必ず行ってください。

教科書
『初級中国語
2200円。

教科書
『 理香と王麗 ー 話す中国語１ 』

－改訂版－』池上貞子ほか、朝日新聞社、

陳

英招

授業の概要・到達目標
中国語初級の授業です。
《 授業の概要 》
発音から習い、ピーイン表現の規則を覚えます。
練習を繰り返し、正確な発音を習得し、基礎的な文法を学びます。
基本文型を理解して、簡単な日常会話ができるように進めていき
ます。
《 到達目標 》
⑴ 基本的な発音規則と簡単なフレーズを覚えます。
⑵ 中国語の構文と語順等の基礎的な文法を学びます。
⑶ 平易な中国語の日常会話を習得します。

準備学習（予習・復習等）の内容
毎回教科書の予習と復習をして下さい。
毎回教員が出した補充問題もやって下さい。
花ばな

担当者

朝日出版社

参考書
『中日辞典』・『日中辞典』は必需品！電子辞書を勧める。

参考書

成績評価の方法
宿題15％、学習態度15％、小テスト30％、期末試験40％。

成績評価の方法
期末試験の成績６０ % 、受講態度４０ % とします。

その他

その他
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科目ナンバー：(AG)LAN161N
科

目

名

単位数

中国語Ⅰa 政

1単位

科目ナンバー：(AG)LAN161N
担当者
顧

科

銘

授業の概要・到達目標
中国語の発音をはじめ，基本的な語彙および基礎的な文法事項を
習得します。さらに初歩的な日常会話を通して，中国語で簡単なや
り取りができる程度の語彙・表現力を身につけ，基礎をしっかり鍛
えていきます。原則として会話に重点をおきます。
初めの３ - ４回は中国語表音ローマ字（ピンイン）の読み方やつづ
り方を学びます。その後の授業の進め方と内容はテキストに沿って
以下の要領で行います。
→新出単語や語句の読み方および意味は授業前に予習しておき，
毎回授業の最初に受講者が発音してみます。その後，正しい発音を
指導します。
→文法ポイントについて説明し，反復練習によって学習内容を確
実に身につけます。
→学習ポイントに基づいた練習問題によって理解度と習得度を確
認します。
授業内容
第1回：発音1
第2回：発音2
第3回：発音3
第4回：発音 総復習
第5回：第1課 職業、国／よろしく
第6回：第2課 大学生活／あなたはどこに行きますか
第7回：第3課 持ち物／これはなんですか
第8回：第4課 数量詞／あなたは授業がありますか
第9回：第5課 場所／あなたは家はどこにありますか
第10回：復習1
第11回：中間テスト
第12回：第6課 夏休み／夏休みあなたは何をしましたか
第13回：第7課 食べ物・飲み物／誕生日おめでとう
第14回：まとめ
（授業の進みぐあいによってスケジュールが変更になる場合もあり
ます。）
履修上の注意
単位を取るためには，３分の２以上の出席が必要です。３分の１
以上欠席すると期末テストは受けられません。遅刻３回は欠席１回
の扱いになります。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業の前に毎回の新出単語を実際に発音し、意味を覚えましょう。
授業の後で学習内容が身につくように復習し再確認しましょう。
教科書
『シンプルチャイニーズ 東京（会話篇）』西早稲田中国語部会、
朝日出版社 ISBN： 978-4-255-45279-1
参考書
推奨参考辞書
『中日辞書』『日中辞書』を格納した電子辞書
中国語辞書 - Weblio 日中中日辞典 http://cjjc.weblio.jp/

目

名

単位数

中国語Ⅰb 農

1単位

その他
一年生の皆さんは他の科目を履修しなければならず，初めての大
学生活は忙しいかもしれないが，毎回の授業に積極的に取り込み，
100分間の授業を無駄にしないよう集中し有効にしてください。忙
しい大学生活の中で，時間をうまく活用して学習を積み重ねていけ
ば，中国語力はきっと上達します。頑張ってください。

陳

英招

授業の概要・到達目標
中国語初級の秋学期の授業です。
《 授業の概要 》
春学期で習得した発音・語彙・文法の基礎固めをしながら、初歩
的な会話能力を養います。
正確な発音の定着に留意しながら、語彙を増やします。
基本文型を覚え、簡単な会話ができるように進めていきます。
《 到達目標 》
⑴ 基本的な単語と簡単なフレーズを言えるようになること。
⑵ 基礎的構文と語順を把握できるようになること。
⑶ 簡単な日常会話ができるようになること。
授業内容
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回

春学期の復習
第１３課
第１４課
第１５課
復
習
第１６課
第１７課
第１８課
復
習
第１９課
第２０課
第２１課
第２２課
a：まとめ、b：試験。

履修上の注意
教科書を購入すること。
欠席せず積極的に取り組むことを期待しています。
準備学習（予習・復習等）の内容
復習を必ず行ってください。
教科書
『 理香と王麗ー話す中国語１』

朝日出版社

参考書

成績評価の方法
① 課題：40%
② 小テスト（単語、音読）：60%
に加え、平常点（学習意欲、履修態度など）を加味して総合的に評
価します。

担当者

成績評価の方法
期末試験の成績 ６０％ 、受講態度 ４０ % とします。
その他
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科目ナンバー：(AG)LAN161N
科

目

名

単位数

中国語Ⅰb 化

1単位

科目ナンバー：(AG)LAN161N
担当者
中本

科

梅衣

授業の概要・到達目標
中国語Ⅰ a を学んだ学生を対象とし、より中国語の能力を高める。
達成目標は、（１） 語彙を増やすこと、（２） 多様な場面における会
話表現の習得、（３） 辞書を使いながら読み書き能力を習得すること
である。
中国語Ⅰ a の復習として、発音と基本的な表現の再確認をする。
色々な会話表現を学びながら、語彙数を増やし、文法力を高める。
辞書の使い方を学び、読解・作文能力を習得する。中国語でメール
のやりとりもできるようにする。
授業内容
第１回：第五課「学習の要点と文型練習」。
第２回：第五課本文と練習問題、副課文。
第３回：第六課「学習の要点と文型練習」。
第４回：第六課本文と練習問題、副課文。
第５回：第七課「学習の要点と文型練習」。
第６回：第七課本文と練習問題、副課文。
第７回：第八課「学習の要点と文型練習」。
第８回：第八課本文と練習問題、副課文。
第９回：第九課「学習の要点と文型練習」。
第10回： 第九課本文と練習問題、副課文。
第11回： 作文の発表会。
第12回： 第十課「学習の要点と文型練習」。
第13回： 第十課本文と練習問題、副課文。
第14回 a： 期末試験。
b： 正答解説。

準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、３０分程度次回の教科書の内容に目を通して、わから
ない単語を調べたり、練習問題の答えをノートに書いたりすること。
復習として、３０分程度習った教科書の内容を CD で聞いたり、暗記
したりすること。
教科書
『初級中国語
2200円。

花ばな

－改訂版－』池上貞子ほか、朝日新聞社、

名

単位数

中国語Ⅰb 生

1単位

担当者
陳

英招

授業の概要・到達目標
中国語初級の秋学期の授業です。
《 授業の概要 》
春学期で習得した発音・語彙・文法の基礎固めをしながら、初歩
的な会話能力を養います。
正確な発音の定着に留意しながら、語彙を増やします。
基本文型を覚え、簡単な会話ができるように進めていきます。
《 到達目標 》
⑴ 基本的な単語と簡単なフレーズを言えるようになること。
⑵ 基礎的構文と語順を把握できるようになること。
⑶ 簡単な日常会話ができるようになること。
授業内容
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回

履修上の注意
１ ５回及びそれ以上欠席した者は単位取得を認めない。
２ 欠席・遅刻した者は一回あたり５点の減点とする。
３ 教科書を忘れた場合、一回あたり５点の減点とする。もし忘れ
た場合、授業前にコピーをして準備をしていれば減点とはしな
い。
４ 宿題も評価の対象になる。
５ 辞書を必ず用意すること。

目

春学期の復習
第１３課
第１４課
第１５課
復
習
第１６課
第１７課
第１８課
復
習
第１９課
第２０課
第２１課
第２２課
a：まとめ、b：試験。

履修上の注意
教科書を購入すること。
欠席せず積極的に取り組むことを期待しています。
準備学習（予習・復習等）の内容
復習を必ず行ってください。
教科書
『 理香と王麗ー話す中国語１』

朝日出版社

参考書
『中日辞典』・『日中辞典』は必需品！電子辞書を勧める。

参考書

成績評価の方法
平 常 点（授 業 に 取 り 組 む 態 度、 小 テ ス ト）30 ％、 中 間 テ ス ト
30％、期末試験40％。

成績評価の方法
期末試験の成績 ６０％ 、受講態度 ４０ % とします。

その他
なし。

その他
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科目ナンバー：(AG)LAN161N
科

目

名

単位数

中国語Ⅰb 政

1単位

科目ナンバー：
担当者
顧

科

授業内容
第1回：第8課 スポーツ／あなたは卓球ができますか
第2回：第8課 復習・応用練習
第3回：第9課 季節／味はどうでうか
第4回：第9課 復習・応用練習
第5回：第10課 私の一日／私の家は学校からあまり遠くありません
第6回：第10課 復習・応用練習
第7回：第11課 好きなこと／あなたは何をしていますか
第8回：第11課 復習・応用練習
第9回：第12課 結果補語／あなたは準備が出来ましたか
第10回：第12課 復習・応用練習 中間テスト
第11回：第13課 交通手段／あなたはいつ北京に到着したのですか
第12回：第13課 復習・応用練習
第13回：復習2
第14回：まとめ
（授業の進みぐあいによってスケジュールが変更になる場合もあり
ます。）
履修上の注意
単位を取るためには，３分の２以上の出席が必要です。３分の１
以上欠席すると期末テストは受けられません。遅刻３回は欠席１回
の扱いになります。

名

中国語Ⅱについて

銘

授業の概要・到達目標
春学期に引続き，基本的な語彙および基礎的な文法事項を習得さ
せ，さらに初歩的な日常会話を通して，基礎をしっかり鍛えていき
ます。今後，中国語の読む，聞く，話す，表現する力を養うための
基礎を育むことを目的とします。原則として会話に重点をおきます。
授業の進め方と内容はテキストに沿って以下の要領で行います。
→新出単語や語句の読み方および意味は授業前に予習しておき，
毎回授業の最初に受講者が発音してみます。その後，正しい発音を
指導します。
→文法ポイントについて説明し，そして反復練習によって学習内
容を確実に身につけます。
→学習ポイントに基づいた練習問題によって理解度と習得度を確
認します。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡに
対応する科目である。

目

単位数
各1単位

授業の概要・到達目標
これまで日本は欧米ばかりに目を向け，近隣アジアを軽視してき
たという考えは，もはや時代遅れになっているといえます。日本人
はアジアの一員でありながら，意外なほどアジアを知らずに過ごし
てきましたが，現在特に中国が世界のなかで占める役割の重要さは
みなさんのよく知るところです。今，盛んな日中両国の交流の中で，
中国語に熟達した人材が強く求められています。この授業は基礎的
な中国語を修得するとともに，中国やアジアに深い理解と鋭い洞察
力をもつ人間を育成することを目標にしています。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A
に対応する科目です。
授業内容
中国語Ⅱ 原則として文法に重点をおきます。
しかし中国語Ⅰも中国語Ⅱもゼロからスタートする人を対象とし
ますので，中国語を学ぶ初歩として，中国語の発音体系─ピンイン，
中国語の表記文字─簡体字を始め，初級文法，基本文型などの習得
は不可欠です。したがって，いずれの場合も，発音，系統的な文法，
初歩的な会話，平易な文章の読解など，総合的な中国語の基礎学力
を養います。

履修上の注意
必修単位が修得できなかった場合は，次のとおりです。
「中国語語Ⅱ a」の単位が修得できなかった場合，次年度以降の「中
国語Ⅱ a」の授業（学科は問いません）から１つを選択し，所定の
単位数を修得しなければなりません。
「中国語Ⅱ b」の単位が修得できなかった場合も同様で，次年度
以降の「中国語Ⅱ b」の授業を再履修し，所定の単位数を取得しな
ければなりません。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業の前に毎回の新出単語を実際に発音し、意味を覚えましょう。
授業の後で学習内容が身につくように復習し再確認しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容
各科目の担当者の指示に従って下さい。

教科書
『シンプルチャイニーズ 東京（会話篇）』西早稲田中国語部会、
朝日出版社 ISBN： 978-4-255-45279-1

教科書
各担当教員が選定します。

参考書
推奨参考辞書
『中日辞書』『日中辞書』を格納した電子辞書
中国語辞書 - Weblio 日中中日辞典 http://cjjc.weblio.jp/

参考書
各担当教員が紹介します。

成績評価の方法
① 課題：40%
② 小テスト（単語、音読）：40%
に加え、平常点（学習意欲、履修態度など）を加味して総合的に評
価します。
その他
一年生の皆さんは他の科目を履修しなければならず，初めての大
学生活は忙しいかもしれないが，毎回の授業に積極的に取り込み，
100分間の授業を無駄にしないよう集中し有効にしてください。忙
しい大学生活の中で，時間をうまく活用して学習を積み重ねていけ
ば，中国語力はきっと上達します。頑張ってください。

担当者

成績評価の方法
担当者の指示にしたがってください。
◎春学期・秋学期の筆記試験
◎各担当教員による発音・暗唱・ヒアリング・単語などの小テスト
や作文などの課題
◎平常点などにより評価します。
その他
尚，さらに会話表現を身につけたいと考える学生は，学部間共通
外国語科目（MLP）の「中国語会話」，夏期に実施される「中国語
会話（集中講座）」などについての説明も参照のこと。
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科目ナンバー：(AG)LAN161N
科

目

名

単位数

中国語Ⅱa 農

1単位

科目ナンバー：(AG)LAN161N
担当者
顧

科

銘

授業の概要・到達目標
中国語の発音をはじめ，基本的な語彙および基礎的な文法事項を
習得します。さらに初歩的な日常会話を通して，中国語で簡単なや
り取りができる程度の語彙・表現力を身につけ，基礎をしっかり鍛
えていきます。原則として文法に重点をおきます。
初めの３ - ４回は中国語表音ローマ字（ピンイン）の読み方やつづ
り方を学びます。その後の授業の進め方と内容はテキストに沿って
以下の要領で行います。
→新出単語や語句の読み方および意味は授業前に予習しておき，
毎回授業の最初に受講者が発音してみます。その後，正しい発音を
指導します。
→文法ポイントについて説明し，反復練習によって学習内容を確
実に身につけます。
→学習ポイントに基づいた練習問題によって理解度と習得度を確
認します。

目

名

単位数

中国語Ⅱa 化

1単位

担当者
顧

銘

授業の概要・到達目標
中国語の発音をはじめ，基本的な語彙および基礎的な文法事項を
習得します。さらに初歩的な日常会話を通して，中国語で簡単なや
り取りができる程度の語彙・表現力を身につけ，基礎をしっかり鍛
えていきます。原則として文法に重点をおきます。
初めの３ - ４回は中国語表音ローマ字（ピンイン）の読み方やつづ
り方を学びます。その後の授業の進め方と内容はテキストに沿って
以下の要領で行います。
→新出単語や語句の読み方および意味は授業前に予習しておき，
毎回授業の最初に受講者が発音してみます。その後，正しい発音を
指導します。
→文法ポイントについて説明し，反復練習によって学習内容を確
実に身につけます。
→学習ポイントに基づいた練習問題によって理解度と習得度を確
認します。

授業内容
第1回：授業ガイダンス（授業の進め方について）
第2回：発音1
第3回：発音2
第4回：発音3
第5回：総合練習：発音
第6回：第1課 （1）人称代名詞 （2）“是”の文 （3）疑問文（１） （4）
所有・所属の“的”
第7回：第2課 （1） 指示詞 （１） （2） 形容詞述語文 （3） 疑問文 （２）
（4）“的”の省略
第8回：第3課 （1） 動詞述語文 （2） 指示詞 （２） （3） 疑問文 （３）
（4） 疑問文 （４）
第9回：第4課 （1） 動詞の“在” （2） 前置詞の“在” （3） 数の
言い方 （１） （4） 前置詞“从”と“到”
第10回：復習
第11回：中間テスト・回答の解説
第12回：第5課 （1） 所有を表す“有” （2） 語気助詞“吧”主な用
法 （3） 数詞と助数詞（量詞） （4）“几”と“多少”
第13回：第6課 （1） 存在を表す“有”人称代名詞 （2） 疑問文 （５）
（3） 連動文 （4） 助動詞“要”
第14回：まとめ
（授業の進みぐあいによってスケジュールが変更になる場合もあり
ます。）

授業内容
第1回：授業ガイダンス（授業の進め方について）
第2回：発音1
第3回：発音2
第4回：発音3
第5回：総合練習：発音
第6回：第1課 （1）人称代名詞 （2）“是”の文 （3）疑問文（１） （4）
所有・所属の“的”
第7回：第2課 （1） 指示詞 （１） （2） 形容詞述語文 （3） 疑問文 （２）
（4）“的”の省略
第8回：第3課 （1） 動詞述語文 （2） 指示詞 （２） （3） 疑問文 （３）
（4） 疑問文 （４）
第9回：第4課 （1） 動詞の“在” （2） 前置詞の“在” （3） 数の
言い方 （１） （4） 前置詞“从”と“到”
第10回：復習
第11回：中間テスト・回答の解説
第12回：第5課 （1） 所有を表す“有” （2） 語気助詞“吧”主な用
法 （3） 数詞と助数詞（量詞） （4）“几”と“多少”
第13回：第6課 （1） 存在を表す“有”人称代名詞 （2） 疑問文 （５）
（3） 連動文 （4） 助動詞“要”
第14回：まとめ
（授業の進みぐあいによってスケジュールが変更になる場合もあり
ます。）

履修上の注意
単位を取るためには，３分の２以上の出席が必要です。３分の１
以上欠席すると期末テストは受けられません。遅刻３回は欠席１回
の扱いになります。

履修上の注意
単位を取るためには，３分の２以上の出席が必要です。３分の１
以上欠席すると期末テストは受けられません。遅刻３回は欠席１回
の扱いになります。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業の前に毎回の新出単語を実際に発音し、意味を覚えましょう。
授業の後で学習内容が身につくように復習し再確認しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業の前に毎回の新出単語を実際に発音し、意味を覚えましょう。
授業の後で学習内容が身につくように復習し再確認しましょう。

教科書
『楽しく学ぶチャイニーズ』顧銘、私家版
（※ 教科書の販売については、別途初回授業時に指示します）

教科書
『楽しく学ぶチャイニーズ』顧銘、私家版
（※ 教科書の販売については、別途初回授業時に指示します）

参考書
推奨参考辞書
『中日辞書』『日中辞書』を格納した電子辞書
中国語辞書 - Weblio 日中中日辞典 http://cjjc.weblio.jp/

参考書
推奨参考辞書
『中日辞書』『日中辞書』を格納した電子辞書
中国語辞書 - Weblio 日中中日辞典 http://cjjc.weblio.jp/

成績評価の方法
① 課題：50%
② 小テスト：50%
に加え、平常点（学習意欲、履修態度など）を加味して総合的に評
価します。

成績評価の方法
① 課題：50%
② 小テスト：50%
に加え、平常点（学習意欲、履修態度など）を加味して総合的に評
価します。

その他
一年生の皆さんは他の科目を履修しなければならず，初めての大
学生活は忙しいかもしれないが，毎回の授業に積極的に取り込み，
100分間の授業を無駄にしないよう集中し有効にしてください。忙
しい大学生活の中で，時間をうまく活用して学習を積み重ねていけ
ば，中国語力はきっと上達します。頑張ってください。

その他
一年生の皆さんは他の科目を履修しなければならず，初めての大
学生活は忙しいかもしれないが，毎回の授業に積極的に取り込み，
100分間の授業を無駄にしないよう集中し有効にしてください。忙
しい大学生活の中で，時間をうまく活用して学習を積み重ねていけ
ば，中国語力はきっと上達します。頑張ってください。
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科目ナンバー：(AG)LAN161N
科

目

名

単位数

中国語Ⅱa 生

1単位

科目ナンバー：(AG)LAN161N
担当者
中本

科

梅衣

授業の概要・到達目標
中国語を初めて学ぶ学生を対象として楽しみながら学び、秋学期
の中国語Ⅱ b につなげていく。
到達目標は、（１） ピンイン（発音表記）と正確な発音の習得、（２）
日常生活で使われる基本的な単語と会話文の習得、（３） 初歩的な文
法力を身につけることに置く。
中国語は特に発音が命なので、間違えてもいいから大きな声を出
して発音してもらう。語彙・文法を学ぶために教科書の表現を暗記
する。中国の文化・社会についても随時取り上げる。
授業内容
第１回ａ：クイズ [ あなたは中国についてどれくらい知っていま
すか？]
b：年間授業の計画についての説明と指示。
第２回：発音１ ピンイン、声調、単母音。
第３回：発音２ 子音。
第４回：発音３ 複合母音（前半）。
第５回：発音４ 複合母音（後半）と挨拶言葉。
第６回：発音小テストと第一課「学習の要点と文型練習」。
第７回：第一課本文と練習問題、副課文。
第８回：第二課「学習の要点と文型練習」。
第９回：第二課本文と練習問題、副課文。
第10回：第三課「学習の要点と文型練習」。
第11回：第三課本文と練習問題、副課文。
第12回：第四課「学習の要点と文型練習」。
第13回：第四課本文と練習問題、副課文。
第14回ａ：期末試験。
ｂ：正答解説。

履修上の注意
１ ５回及びそれ以上欠席した者は単位取得を認めない。
２ 欠席・遅刻した者は一回あたり５点の減点とする。
３ 教科書を忘れた場合、一回あたり５点の減点とする。もし忘れ
た場合、授業前にコピーをして準備をしていれば減点とはしな
い。
４ 宿題も評価の対象になる。
５ 辞書を必ず用意すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、３０分程度次回の教科書の内容に目を通して、わから
ない単語を調べたり、練習問題の答えをノートに書いたりすること。
復習として、３０分程度習った教科書の内容を CD で聞いたり、暗記
したりすること。
教科書
『初級中国語
2200円。

花ばな

－改訂版－』池上貞子ほか、朝日新聞社、

参考書
『中日辞典』・『日中辞典』は必需品！電子辞書を勧める。
成績評価の方法
平 常 点（授 業 に 取 り 組 む 態 度、 小 テ ス ト）30 ％、 中 間 テ ス ト
30％、期末試験40％。
その他
なし。

目

名

単位数

中国語Ⅱa 政

1単位

担当者
顧

銘

授業の概要・到達目標
中国語の発音をはじめ，基本的な語彙および基礎的な文法事項を
習得します。さらに初歩的な日常会話を通して，中国語で簡単なや
り取りができる程度の語彙・表現力を身につけ，基礎をしっかり鍛
えていきます。原則として文法に重点をおきます。
初めの３ - ４回は中国語表音ローマ字（ピンイン）の読み方やつづ
り方を学びます。その後の授業の進め方と内容はテキストに沿って
以下の要領で行います。
→新出単語や語句の読み方および意味は授業前に予習しておき，
毎回授業の最初に受講者が発音してみます。その後，正しい発音を
指導します。
→文法ポイントについて説明し，反復練習によって学習内容を確
実に身につけます。
→学習ポイントに基づいた練習問題によって理解度と習得度を確
認します。
授業内容
第1回：授業ガイダンス（授業の進め方について）
第2回：発音1
第3回：発音2
第4回：発音3
第5回：総合練習：発音
第6回：第1課 （1）人称代名詞 （2）“是”の文 （3）疑問文（１） （4）
所有・所属の“的”
第7回：第2課 （1） 指示詞 （１） （2） 形容詞述語文 （3） 疑問文 （２）
（4）“的”の省略
第8回：第3課 （1） 動詞述語文 （2） 指示詞 （２） （3） 疑問文 （３）
（4） 疑問文 （４）
第9回：第4課 （1） 動詞の“在” （2） 前置詞の“在” （3） 数の
言い方 （１） （4） 前置詞“从”と“到”
第10回：復習
第11回：中間テスト・回答の解説
第12回：第5課 （1） 所有を表す“有” （2） 語気助詞“吧”主な用
法 （3） 数詞と助数詞（量詞） （4）“几”と“多少”
第13回：第6課 （1） 存在を表す“有”人称代名詞 （2） 疑問文 （５）
（3） 連動文 （4） 助動詞“要”
第14回：まとめ
（授業の進みぐあいによってスケジュールが変更になる場合もあり
ます。）
履修上の注意
単位を取るためには，３分の２以上の出席が必要です。３分の１
以上欠席すると期末テストは受けられません。遅刻３回は欠席１回
の扱いになります。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業の前に毎回の新出単語を実際に発音し、意味を覚えましょう。
授業の後で学習内容が身につくように復習し再確認しましょう。
教科書
『楽しく学ぶチャイニーズ』顧銘、私家版
（※ 教科書の販売については、別途初回授業時に指示します）
参考書
推奨参考辞書
『中日辞書』『日中辞書』を格納した電子辞書
中国語辞書 - Weblio 日中中日辞典 http://cjjc.weblio.jp/
成績評価の方法
① 課題：50%
② 小テスト：50%
に加え、平常点（学習意欲、履修態度など）を加味して総合的に評
価します。
その他
一年生の皆さんは他の科目を履修しなければならず，初めての大
学生活は忙しいかもしれないが，毎回の授業に積極的に取り込み，
100分間の授業を無駄にしないよう集中し有効にしてください。忙
しい大学生活の中で，時間をうまく活用して学習を積み重ねていけ
ば，中国語力はきっと上達します。頑張ってください。
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科目ナンバー：(AG)LAN161N
科

目

名

単位数

中国語Ⅱb 農

1単位

科目ナンバー：(AG)LAN161N
担当者
顧

科

銘

目

名

単位数

中国語Ⅱb 化

1単位

担当者
顧

銘

授業の概要・到達目標
春学期に引続き，基本的な語彙および基礎的な文法事項を習得さ
せ，さらに初歩的な日常会話を通して，基礎をしっかり鍛えていき
ます。今後，中国語の読む，聞く，話す，表現する力を養うための
基礎を育むことを目的とします。原則として文法に重点をおきます。
授業の進め方と内容はテキストに沿って以下の要領で行います。
→新出単語や語句の読み方および意味は授業前に予習しておき，
毎回授業の最初に受講者が発音してみます。その後，正しい発音を
指導します。
→文法ポイントについて説明し，そして反復練習によって学習内
容を確実に身につけます。
→学習ポイントに基づいた練習問題によって理解度と習得度を確
認します。

授業の概要・到達目標
春学期に引続き，基本的な語彙および基礎的な文法事項を習得さ
せ，さらに初歩的な日常会話を通して，基礎をしっかり鍛えていき
ます。今後，中国語の読む，聞く，話す，表現する力を養うための
基礎を育むことを目的とします。原則として文法に重点をおきます。
授業の進め方と内容はテキストに沿って以下の要領で行います。
→新出単語や語句の読み方および意味は授業前に予習しておき，
毎回授業の最初に受講者が発音してみます。その後，正しい発音を
指導します。
→文法ポイントについて説明し，そして反復練習によって学習内
容を確実に身につけます。
→学習ポイントに基づいた練習問題によって理解度と習得度を確
認します。

授業内容
第1回：第7課 （1） 完了の“了” （2） 助動詞“能”、“会”、“可以”
（3） 時点と時間量を表す言葉 （4） 動作量
第2回：第7課の応用練習
第3回：第8課 （1） 進行を表す“在” （2） 助動詞“想” （3） 動詞
の重ね型 （4） 前置詞の“给”
第4回：第8課の応用練習
第5回：第9課 （1） 経験・終結を表す“过” （2） 変化を表す“了”
（3） 離合動詞 （4） 結果補語
第6回：第9課の応用練習
第7回：復習
第8回：第10課 （1） 方向補語 （2） 比較表現 （3）“（是）…的”
の構文 （4） 様態補語
第9回：第10課の応用練習
第10回：第11課 （1） 動詞の連体修飾 （2） 二重目的語をとる動詞
（3）“一点儿”と“有点儿” （4） 可能性を表す“会”
第11回：第11課の応用練習
第12回：第12課 （1） 前置詞“离” （2） 近い未来の表現“要…了” （3）
持続の“着” （4）“就”の用法
第13回：第12課の応用練習
第14回：まとめ
（授業の進みぐあいによってスケジュールが変更になる場合もあり
ます。）

授業内容
第1回：第7課 （1） 完了の“了” （2） 助動詞“能”、“会”、“可以”
（3） 時点と時間量を表す言葉 （4） 動作量
第2回：第7課の応用練習
第3回：第8課 （1） 進行を表す“在” （2） 助動詞“想” （3） 動詞
の重ね型 （4） 前置詞の“给”
第4回：第8課の応用練習
第5回：第9課 （1） 経験・終結を表す“过” （2） 変化を表す“了”
（3） 離合動詞 （4） 結果補語
第6回：第9課の応用練習
第7回：復習
第8回：第10課 （1） 方向補語 （2） 比較表現 （3）“（是）…的”
の構文 （4） 様態補語
第9回：第10課の応用練習
第10回：第11課 （1） 動詞の連体修飾 （2） 二重目的語をとる動詞
（3）“一点儿”と“有点儿” （4） 可能性を表す“会”
第11回：第11課の応用練習
第12回：第12課 （1） 前置詞“离” （2） 近い未来の表現“要…了” （3）
持続の“着” （4）“就”の用法
第13回：第12課の応用練習
第14回：まとめ
（授業の進みぐあいによってスケジュールが変更になる場合もあり
ます。）

履修上の注意
単位を取るためには，３分の２以上の出席が必要です。３分の１
以上欠席すると期末テストは受けられません。遅刻３回は欠席１回
の扱いになります。

履修上の注意
単位を取るためには，３分の２以上の出席が必要です。３分の１
以上欠席すると期末テストは受けられません。遅刻３回は欠席１回
の扱いになります。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業の前に毎回の新出単語を実際に発音し、意味を覚えましょう。
授業の後で学習内容が身につくように復習し再確認しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業の前に毎回の新出単語を実際に発音し、意味を覚えましょう。
授業の後で学習内容が身につくように復習し再確認しましょう。

教科書
『楽しく学ぶチャイニーズ 』顧銘、私家版
（※ 教科書の販売については、別途初回授業時に指示します）

教科書
『楽しく学ぶチャイニーズ 』顧銘、私家版
（※ 教科書の販売については、別途初回授業時に指示します）

参考書
推奨参考辞書
『中日辞書』『日中辞書』を格納した電子辞書
中国語辞書 - Weblio 日中中日辞典 http://cjjc.weblio.jp/

参考書
推奨参考辞書
『中日辞書』『日中辞書』を格納した電子辞書
中国語辞書 - Weblio 日中中日辞典 http://cjjc.weblio.jp/

成績評価の方法
① 課題：50%
② 小テスト：50%
に加え、平常点（学習意欲、履修態度など）を加味して総合的に評
価します。

成績評価の方法
① 課題：50%
② 小テスト：50%
に加え、平常点（学習意欲、履修態度など）を加味して総合的に評
価します。

その他
一年生の皆さんは他の科目を履修しなければならず，初めての大
学生活は忙しいかもしれないが，毎回の授業に積極的に取り込み，
100分間の授業を無駄にしないよう集中し有効にしてください。忙
しい大学生活の中で，時間をうまく活用して学習を積み重ねていけ
ば，中国語力はきっと上達します。頑張ってください。

その他
一年生の皆さんは他の科目を履修しなければならず，初めての大
学生活は忙しいかもしれないが，毎回の授業に積極的に取り込み，
100分間の授業を無駄にしないよう集中し有効にしてください。忙
しい大学生活の中で，時間をうまく活用して学習を積み重ねていけ
ば，中国語力はきっと上達します。頑張ってください。
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科目ナンバー：(AG)LAN161N
科

目

名

単位数

中国語Ⅱb 生

1単位

科目ナンバー：(AG)LAN161N
担当者
中本

科

梅衣

授業の概要・到達目標
中国語Ⅱ a を学んだ学生を対象とし、より中国語の能力を高める。
達成目標は、（１） 語彙を増やすこと、（２） 多様な場面における会
話表現の習得、（３） 辞書を使いながら読み書き能力を習得すること
である。
中国語Ⅱ a の復習として、発音と基本的な表現の再確認をする。
色々な会話表現を学びながら、語彙数を増やし、文法力を高める。
辞書の使い方を学び、読解・作文能力を習得する。中国語でメール
のやりとりもできるようにする。
授業内容
第１回：第五課「学習の要点と文型練習」。
第２回：第五課本文と練習問題、副課文。
第３回：第六課「学習の要点と文型練習」。
第４回：第六課本文と練習問題、副課文。
第５回：第七課「学習の要点と文型練習」。
第６回：第七課本文と練習問題、副課文。
第７回：第八課「学習の要点と文型練習」。
第８回：第八課本文と練習問題、副課文。
第９回：第九課「学習の要点と文型練習」。
第10回： 第九課本文と練習問題、副課文。
第11回： 作文の発表会。
第12回： 第十課「学習の要点と文型練習」。
第13回： 第十課本文と練習問題、副課文。
第14回 a： 期末試験。
b： 正答解説。
履修上の注意
１ ５回及びそれ以上欠席した者は単位取得を認めない。
２ 欠席・遅刻した者は一回あたり５点の減点とする。
３ 教科書を忘れた場合、一回あたり５点の減点とする。もし忘れ
た場合、授業前にコピーをして準備をしていれば減点とはしな
い。
４ 宿題も評価の対象になる。
５ 辞書を必ず用意すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、３０分程度次回の教科書の内容に目を通して、わから
ない単語を調べたり、練習問題の答えをノートに書いたりすること。
復習として、３０分程度習った教科書の内容を CD で聞いたり、暗記
したりすること。
教科書
『初級中国語
2200円。

花ばな

－改訂版－』池上貞子ほか、朝日新聞社、

参考書
『中日辞典』・『日中辞典』は必需品！電子辞書を勧める。
成績評価の方法
平 常 点（授 業 に 取 り 組 む 態 度、 小 テ ス ト）30 ％、 中 間 テ ス ト
30％、期末試験40％。
その他
なし。

目

名

単位数

中国語Ⅱb 政

1単位

担当者
顧

銘

授業の概要・到達目標
春学期に引続き，基本的な語彙および基礎的な文法事項を習得さ
せ，さらに初歩的な日常会話を通して，基礎をしっかり鍛えていき
ます。今後，中国語の読む，聞く，話す，表現する力を養うための
基礎を育むことを目的とします。原則として文法に重点をおきます。
授業の進め方と内容はテキストに沿って以下の要領で行います。
→新出単語や語句の読み方および意味は授業前に予習しておき，
毎回授業の最初に受講者が発音してみます。その後，正しい発音を
指導します。
→文法ポイントについて説明し，そして反復練習によって学習内
容を確実に身につけます。
→学習ポイントに基づいた練習問題によって理解度と習得度を確
認します。
授業内容
第1回：第7課 （1） 完了の“了” （2） 助動詞“能”、“会”、“可以”
（3） 時点と時間量を表す言葉 （4） 動作量
第2回：第7課の応用練習
第3回：第8課 （1） 進行を表す“在” （2） 助動詞“想” （3） 動詞
の重ね型 （4） 前置詞の“给”
第4回：第8課の応用練習
第5回：第9課 （1） 経験・終結を表す“过” （2） 変化を表す“了”
（3） 離合動詞 （4） 結果補語
第6回：第9課の応用練習
第7回：復習
第8回：第10課 （1） 方向補語 （2） 比較表現 （3）“（是）…的”
の構文 （4） 様態補語
第9回：第10課の応用練習
第10回：第11課 （1） 動詞の連体修飾 （2） 二重目的語をとる動詞
（3）“一点儿”と“有点儿” （4） 可能性を表す“会”
第11回：第11課の応用練習
第12回：第12課 （1） 前置詞“离” （2） 近い未来の表現“要…了” （3）
持続の“着” （4）“就”の用法
第13回：第12課の応用練習
第14回：まとめ
（授業の進みぐあいによってスケジュールが変更になる場合もあり
ます。）
履修上の注意
単位を取るためには，３分の２以上の出席が必要です。３分の１
以上欠席すると期末テストは受けられません。遅刻３回は欠席１回
の扱いになります。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業の前に毎回の新出単語を実際に発音し、意味を覚えましょう。
授業の後で学習内容が身につくように復習し再確認しましょう。
教科書
『楽しく学ぶチャイニーズ 』顧銘、私家版
（※ 教科書の販売については、別途初回授業時に指示します）
参考書
推奨参考辞書
『中日辞書』『日中辞書』を格納した電子辞書
中国語辞書 - Weblio 日中中日辞典 http://cjjc.weblio.jp/
成績評価の方法
① 課題：50%
② 小テスト：50%
に加え、平常点（学習意欲、履修態度など）を加味して総合的に評
価します。
その他
一年生の皆さんは他の科目を履修しなければならず，初めての大
学生活は忙しいかもしれないが，毎回の授業に積極的に取り込み，
100分間の授業を無駄にしないよう集中し有効にしてください。忙
しい大学生活の中で，時間をうまく活用して学習を積み重ねていけ
ば，中国語力はきっと上達します。頑張ってください。
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科目ナンバー：(AG)LAN261N
科

目

名

中国語 Ⅲ（ １ ）

科目ナンバー：(AG)LAN261N

単位数

担当者

科

1単位

原 信太郎
アレシャンドレ

目

名

中国語 Ⅲ（ ２ ）

単位数

担当者

1単位

原 信太郎
アレシャンドレ

授業の概要・到達目標
中国語の初級相当を一通り学んだ学生を対象とします。基礎の復
習をしつつ , より高度で実用的な中国語表現を , 中国文化の背景の
説明を交えながら学習していきます。
本科目では読解に力点を置き , 中国語で書かれた文章を少しずつ
読んでいきます。題材は短編の小説 , エッセイ , 評論文などですが ,
履修者から要望があれば , それに合わせて柔軟に進めていきます。
毎回の予習復習が非常に大切になってきますが , 意欲的な授業参
加を望みます。
なお、農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標
のＡに対応する科目となります。

授業の概要・到達目標
中国語の初級相当を一通り学んだ学生を対象とします。基礎の復
習をしつつ , より高度で実用的な中国語表現を , 中国文化の背景の
説明を交えながら学習していきます。
本科目では読解に力点を置き , 中国語で書かれた文章を少しずつ
読んでいきます。題材は短編の小説 , エッセイ , 評論文などですが ,
履修者から要望があれば , それに合わせて柔軟に進めていきます。
毎回の予習復習が非常に大切になってきますが , 意欲的な授業参
加を望みます。
なお、農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標
のＡに対応する科目となります。

授業内容
第１回 a：イントロダクション
b：第1課 自我介绍①
第２回：第1課 自我介绍②
第４回：第2課 我的家庭
第５回：第3課 互联网
第６回：第4課 约会
第７回：第5課 温泉旅行
第８回：第6課 我的爱好
第９回：第7課 交朋友
第1０回：第8課 聚餐
第1１回：第9課 闹钟
第1２回：第10課 打工
第1３回：第11課 寒假
第1４回 a：定期試験
b：試験解説

授業内容
第１回 a：イントロダクション
b：第1課 程永華大使より日本の若者へ贈る言葉①
第２回 第1課 程永華大使より日本の若者へ贈る言葉②
第３回 第2課 二大「国民的料理」は今
第４回 第3課 AI が学校にやってきた
第５回 第4課 仕事に生きるか、人として生きるか
第６回 第5課 宅配便で中国人の暮らしが一変
第７回 第6課 仮面家族がなぜ人気？
第８回 第7課 呼び名に見る人間関係と社会の変化
第９回 第8課 茶馬古道の里――プーアル茶からコーヒー豆へ
第10回 第9課 城市こぼれ話
第11回 第10課 中国マネーが日本の中小企業を救う
第12回 第11課 北京を悩ませるヤナギの綿毛
第13回 第12課 中国、総フィットネス時代へ
第14回 a：期末試験。
b：正答解説。

履修上の注意
『中日辞典』を各自用意して下さい。紙媒体のものでも電子辞書
でも構いません。

履修上の注意
『中日辞典』を各自用意して下さい。紙媒体のものでも電子辞書
でも構いません。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業ではテキストの訳読を行いますので ,30分程度をかけて , 音読
の練習と , 口頭で和訳ができるようにして下さい。また第2回以降 ,
毎回単語の小テストを行いますので ,15分程度学習をし , 規定の範囲
の単語を答えられるようにしてきて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業ではテキストの訳読を行いますので ,30分程度をかけて , 音読
の練習と , 口頭で和訳ができるようにして下さい。また第2回以降 ,
毎回単語の小テストを行いますので ,15分程度学習をし , 規定の範囲
の単語を答えられるようにしてきて下さい。

教科書
テキストは教場で配布します。

教科書
テキストは教場で配布します。

参考書
なし。

参考書
なし。

成績評価の方法
平常点（小テスト，授業参加度など）を30％，期末試験を70％と
します。なお，3分の1以上欠席すると期末試験の受験資格を失い
ますので注意して下さい。

成績評価の方法
平常点（小テスト，授業参加度など）を30％，期末試験を70％と
します。なお，3分の1以上欠席すると期末試験の受験資格を失い
ますので注意して下さい。

その他
オフィスアワー, および連絡先については初回の講義時に指示し
ます。

その他
オフィスアワー, および連絡先については初回の講義時に指示し
ます。
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総合科目
保健・体育科目群

保健体育

科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅰ
（ 1 組）
男子

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
渡邊

科

目

名

スポーツ実習Ⅰ
（ 2 組）
男子

文雄

単位数
1単位

担当者
立花

泰則

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 I は１年次の春学期に履修する。ここで行うスポー
ツ種目はバレーボールである。
授業の到達目標は
第一に体力の向上である。入試後の体力の回復と卒業後に向けて
体力を向上させ健康の維持増進させること。
第二にスポーツを楽しむために必要な競技ルールや審判法につい
て学ぶと共に基本技能の習得すること。
積極的に授業に参加し、スポーツを大いに楽しむことを望む。
《授業の概要》
初回はイントロダクション
２回目に体力・形態測定を行い自己の体力水準を確認
３回目以降はバレーボールに関する講義と実技を行う
視覚教材を用いる場合もある。
農学部食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の G
に対応する科目である。

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
対象種目は「テニス」です。第２回から第８回までは基本的な技
術習得が中心となります。グラウンドストローク（フォアハンド・
バックハンド），サーブ，ボレー（フォアハンド・バックハンド），
スマッシュにおける打法を運動学的に理解しつつ，これらの技術を
習得します。その際，マシンによる反復打球練習やビデオ撮影によ
る動作チェックを行い，受講生の能力に応じた実習を行います。
第９回以降はルール，ゲームの進め方および審判法を理解しながら，
ゲームを行います（シングルスとダブルス）。

授業内容
１：イントロダクション（受講の仕方、体育施設の使用法、授業展
開及び成績評価）
２：測定 体力および体脂肪率
３：講義（競技ルールと審判法）
４：基本技能（パス＆サーブ）＋ミニゲーム
５：基本技能（サーブ＆レシーブ）＋ゲーム
６：基本技能（スパイク＆ブロック）＋ゲーム
７：応用技能（サーブ・レシーブ・トス・スパイク＆ブロック）＋
ゲーム（審判法の確認）
８：技能テスト１
９：ゲーム（リーグ戦①）
10：ゲーム（リーグ戦②）
11：ゲーム（トーナメント戦）
12～13：技能テスト２
14：筆記試験（競技ルール）
※測定と講義は授業展開や天候等により変更する場合がある

農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目です。

履修上の注意
１．必ず健康診断を受診すること。
２．服装は運動に適したものを着用すること。
（タンクトップやジー
ンズ、サンダル、革靴などは認めない）
３．時間や期限を厳守すること。
４．不適切な受講態度（許可の無い飲食、携帯スマホ等の操作など）
は認めない。
※詳細は初回授業時に指示をする。

《達成目標》
基本技術の習得を目指しつつ，テニスを通して体力の向上やス
ポーツを楽しむ能力を養います。またテニスの歴史や文化的意義に
ついても理解していきます。

授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方・受講に際しての諸
注意）
第２回：体力測定（筋力，全身持久力，柔軟性，体脂肪率など）
第３回：ラケットとボールに慣れる，テニスの歴史
第４回：グランドストローク（フォアハンド）
第５回：グランドストローク（バックハンド）
第６回：グランドストローク（ビデオ撮影・動作チェック）
第７回：ボレー（ファアハンド・バックハンド）
第８回：スマッシュ，サーブ
第９回：ゲームの進め方・審判法，ゲーム
第10回：ダブルスゲームにおけるフォーメーション，ゲーム
第11回：シングルスゲームの組み立て方，ゲーム
第12回：ゲーム
第13回：ゲーム
第14回：ゲーム
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

準備学習（予習・復習等）の内容
日頃から怪我予防や疲労回復のためにストレッチ等を行うように
する。
授業で取り扱うスポーツ競技（バレーボール）に関するメディア
等の情報に興味関心を持つ。
事前に競技に関するルール等を調べておくとよい。
授業では技能テストを行う。休み時間等の時間を利用して個人練
習を行うことを心掛けること。

履修上の注意
４月の健康診断を受けて下さい。
テニスに適したシューズや運動着を用意して下さい。また各自の
必要に応じて帽子，タオル，飲料を持参して下さい。

教科書
特に定めない

教科書
特に定めません。

参考書
特に定めない
成績評価の方法
評価の対象者・・・開講数の2/3以上の出席者
評価項目
技能テスト（40%）
レポートまたは筆記試験（20%）
平常点（40%）
その他

準備学習（予習・復習等）の内容
授業で扱った技術の確認と各自の課題点をまとめておいて下さい。

参考書
印刷資料等を適宜提示します。
成績評価の方法
平常点・授業への取り組み方 80％
実技評価（技術達成度とゲーム成績）20％
その他
体育館１階体育事務室
火曜日 12：30〜13：30
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅰ
（ 3 組）
男子

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
片瀬

科

授業内容
第１回 ａのみ：イントロダクション（スポーツ実習Ｉとは 成績
の評価方法・受講上の注意点について）
第２回 体力・形態測定…筋力，パワー，全身持久力，敏捷性，柔
軟性，体重，体脂肪率など
第３回 ソフトボールの特性の理解と，安全面の注意，基本的なウ
オーミングアップと運動動作の習得
第４回 基本的技能の習得 I 係争物（ボール）に慣れることと，
キャッチボール
第５回 基本的技能の習得 II 走塁（ベースランニング競争やタッ
チアップ）
第６回 基本的技能の習得 III 連携・中継プレー，シートノック
など守備の基本技能
第７回 基本的技能の習得 IV バッティング
（ティー・トス・フリー）
第８回 基本的技能の習得 V ピッチング（スイングショットや
ウィンドミル）とバッテリー
第９回 ルールの理解と簡易ゲーム I 簡易ゲームによるルールの
理解
第10回 簡易ゲーム II 簡易ゲームによる様々なポジションの練習
と，ゲーム進行方法の理解
第11回 ゲームによる総合的技能の習得 （ダブルプレーや中継プ
I
レーなど守備面の戦術）
第12回 ゲームによる総合的技能の習得 II（バントやヒットエンド
ランなどの攻撃面の戦術）
第13回 ゲームによる総合的技能の習得 II（投手・捕手・審判を体験）
第14回 ソフトボールのまとめ（学習者の運営によるチーム対抗戦）
履修上の注意
授業に取り組む姿勢と意欲を十分に持つこと。
運動を安全に行えるスポーツウエアとシューズの着用を義務付け
る。貴金属は身に付けない。
用具の使用方法と管理について，自他の安全に十分配慮すること。
気温・湿度などの環境に対応して，帽子，タオル，飲料物などの
持参は可とする（詳細はガイダンスにて）。
健康診断を受診していること。
準備学習（予習・復習等）の内容
体調の管理，ウォームアップ，クールダウン，ルールの確認につ
いて，各自準備等しておく
教科書
特に無し
参考書
授業中にプリントを配布する。
成績評価の方法
平常点（学習への意欲や受講時の態度）50点
レポート（ルールと審判法について）20点
実技テスト（基本的な技能および総合的な技能について）30点
以上 100点中，60点以上で単位を与える。
その他
質問等は，授業開講時間前後に体育館教員室まで。
・オフィスアワー：最初の講義で指示する
・連絡先：最初の講義で示す

名

スポーツ実習Ⅰ化男子
（1）

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 I は１年次の春学期に履修し，農学科食糧生産・環
境コースは，学習目標のＧに対応する科目である。
授業では，ソフトボールを通して，生涯スポーツを実践しうる知
識・技能の習得を目標とする。また，体力の維持向上，心身のスト
レス解消，コミュニケーション技能獲得の場といったスポーツの魅
力を学習者に理解させるよう授業展開する。
ソフトボールは，ベースボール型の球技としてボールが大きく，
コートが小さくすむことなどから初心者初級者でも実施しやすい球
技である。授業の達成目標は，基本的技能の習得，ゲームを安全に
行える総合的な技能の習得，ルールの理解にある。
《授業の概要》
まず，体力や形態測定を行い，体力のバランスなど判定する。そ
して，ソフトボールによってその改善を目指す。授業では，基本的
な技能の獲得やゲームを通しての総合的な技能の獲得をより高める
ために，十分な運動量を設定している。

目

単位数

担当者
多賀

1単位

恒雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本実習はバレーボールのスキルを向上させると同時に，バレー
ボールを通してスポーツの楽しさを体感し，生涯スポーツの動機付
けとすることや健康・体力に関する科学的知識を得ることを主なね
らいとする。
《授業の概要》
パスやレシーブなどの基本技術およびゲームにおける戦術を学習
し，より楽しくバレーボールを実施できるようにする。
授業内容
１．イントロダクションおよびルールの説明
２．オーバーハンドおよびアンダーハンドパス練習
３．アタック練習
４．サーブ練習
５．ミニゲーム
６．ゲームにおける動き方
７．ブロック練習
８．ミニゲーム
９．ゲームにおける戦術
10．ゲームにおける戦術
11．ゲーム
12．ゲーム
13．ゲーム
14．ゲーム

履修上の注意
必ず運動着および屋外用シューズを着用すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
攻撃と守備のポジショニングについて理解を深めておくこと。
教科書
特に指定しない。
参考書
バレーボールマガジン
成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト40点
受講態度20点
その他
受講にあたっては，健康診断を受けておくこと。
オフィスアワーは別途指示します。
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参加意欲40点

科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅰ化男子
（2）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
佐藤

科

目

名

スポーツ実習Ⅰ
（ 7 組）
男子

雅幸

単位数
1単位

担当者
渡邊

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
本演習では、ラケットとボールを操作するために必要な、眼と手
のコーディネーショントレーニングを行いながら、テニスの基本を
学んでいく。また、ゲームを通じて、マナーや他人とのコミュニケー
ションスキルも習得する。
《授業の到達目標》
テニスは、生涯スポーツとして社会人となってからも個人の体力
に応じて楽しめるスポーツである。本演習の目的は、テニスの打球
スキルとルールを学び、ゲーム（シングルス、ダブルス）を楽しめ
るようになり、スポーツとジェロントロジーの密接な関係を理解す
ること。食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の G に
対応する科目である。

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 I は１年次の春学期に履修する。ここで行うスポー
ツ種目はソフトボールである。
授業の到達目標は
第一に体力の向上である。入試後の体力の回復と卒業後に向けて
体力を向上させ健康の維持増進させること。
第二にスポーツを楽しむために必要な競技ルールや審判法につい
て学ぶと共に基本技能の習得すること。
積極的に授業参加し、スポーツを大いに楽しむことを望む。
《授業の概要》
初回はイントロダクション
２回目に体力・形態測定を行い自己の体力水準を確認
３回目以降はソフトボールに関する講義と実技を行う。
視覚教材を用いる場合もある。

授業内容
第１回：テニスのためのウォーミングアップ・トレーニング
第２回：ミニテニスでのストローク、ボレー、サーブ、レシーブ、
スマッシュ
第３回：ストローク（フォアハンドストローク、バックハンドスト
ローク）スキルトレーニング
第４回：ボレー（フォアボレー、バックボレー）、スマッシュスキ
ルトレーニング
第５回：サーブ、レシーブスキルトレーニング
第６回：スピードガンを用いてのサーブ速度測定実習
第７回：講義（テニスの歴史、世界４大大会および ATP トーナメ
ントについて）
第８回：ダブルスのポイントゲームでの練習
第９回：講義（スポーツとジェロントロジー）
第10回：シングルスのポイントゲーム練習
第11回：ダブルスのフォーメーション練習
第12回：テニスにおけるメンタルトレーニング（オンコート）
第13回：テニスのスキルテスト
第14回：演習内期末テスト（筆記試験：歴史、メンタル、フィジカ
ル）・まとめ

授業内容
１：イントロダクション（受講の仕方、体育施設の使用法、授業展
開及び成績評価、注意事項）
２：測定 体力および体脂肪率
３：講義（競技ルールと審判法）
４：基本技能（キャッチボール、ピッチング、トスバッティング）
＆ 守備練習
５：基本技能（キャッチボール、ピッチング、トスバッティング）
＆ 守備練習（内野）
６：基本技能（キャッチボール、ピッチング、トスバッティング）
＆ 守備練習（外野）
７：シートバッティング（ルールと審判法の確認）
８：技能テスト１
９：ゲーム（リーグ戦①）
10：ゲーム（リーグ戦②）
11：ゲーム（トーナメント戦）
12〜13：技能テスト２
14：筆記試験（競技ルール）
※測定と講義は授業展開や天候等により変更する場合がある

履修上の注意
運動に適した服装（ジーパン不可）とテニスシューズで参加の事。
準備学習（予習・復習等）の内容
基本的なルールの確認をしておいてください。

準備学習（予習・復習等）の内容
競技に関する知識（ルール等）を事前に深めておく。
授業では技能テストを行う。休み時間等を利用して個人練習をす
るように心掛ける。
日頃から怪我予防や疲労回復のためにストレッチ等を行うように
する。
教科書
特に定めない

教科書
テニス基本の基本（学習研究社）。
参考書
ショーンボーンのテニスコーチングブック（ベースボールマガジ
ン社）。
テニスマガジン、スマッシュ。
成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト70点、平常点（授業
への参加態度・貢献度）30点。
その他
初心者大歓迎です。
ラケットおよびボールは大学が用意します。

履修上の注意
１．必ず健康診断を受診すること。
２．服装は運動に適したものを着用すること。
（タンクトップやジー
ンズ、サンダル、革靴などは認めない）
３．時間や期限を厳守すること。
４ . 不適切な受講態度（許可の無い飲食、携帯スマホ等の操作など）
は認めない。
※詳細は授業時に指示をする。

参考書
特に定めない
成績評価の方法
評価対象者・・・開講数の2/3以上の出席者
評価項目
技能テスト（40％）
レポートまたは筆記試験（20％）
平常点（40％）
その他
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅰ
（ 8 組）
男子

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
加納

科

《達成目標》
基本技術の習得を目指しつつ，テニスを通して体力の向上やス
ポーツを楽しむ能力を養います。またテニスの歴史や文化的意義に
ついても理解していきます。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方・受講に際しての諸
注意）
第２回：体力測定（筋力，全身持久力，柔軟性，体脂肪率など）
第３回：ラケットとボールに慣れる，テニスの歴史
第４回：グランドストローク（フォアハンド）第５回：グランドス
トローク（バックハンド）
第６回：グランドストローク（ビデオ撮影・動作チェック）
第７回：ボレー（ファアハンド・バックハンド）
第８回：スマッシュ，サーブ
第９回：ゲームの進め方・審判法，ゲーム
第10回：ダブルスゲームにおけるフォーメーション，ゲーム
第11回：シングルスゲームの組み立て方，ゲーム
第12回：ゲーム
第13回：ゲーム
第14回：ゲーム
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
４月の健康診断を受けて下さい。
テニスに適したシューズや運動着を用意して下さい。また各自の
必要に応じて帽子，タオル，飲料を持参して下さい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業や扱った技術の確認と各自の課題点をまとめておいて下さい。
教科書
特に定めません。
参考書
印刷資料等を適宜配布します。

名

スポーツ実習Ⅰ
（ 9 組）
男子

明彦

授業の概要・到達目標
《授業の概要》 対象種目は「テニス」です。第２回から第８回まで
は基本的な技術習得が中心となります。グラウンドストローク（フォ
アハンド・バックハンド），サーブ，ボレー（フォアハンド・バッ
クハンド），スマッシュにおける打法を運動学的に理解しつつ，こ
れらの技術を習得します。その際，マシンによる反復打球練習やビ
デオ撮影による動作チェックを行い，受講生の能力に応じた実習を
行います。 第９回以降はルール，ゲームの進め方および審判法を
理解しながら，ゲームを行います（シングルスとダブルス）。

目

単位数
1単位

担当者
片瀬

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 I は１年次の春学期に履修し，授業では，バレーボー
ルを通して，生涯スポーツを実践しうる知識・技能の習得を目標と
する。また，体力の維持向上，心身のストレス解消，コミュニケー
ション技能獲得の場といったスポーツの魅力を学習者に理解させる
よう授業展開する。
バレーボールは，ネット型のチームスポーツで，ボールを前腕部
と掌を中心に身体どこかにてボールをコントロールする球技であ
る。授業の達成目標は，基本的技能の習得，ゲームを安全に行える
総合的な技能の習得，ルールの理解にある。
《授業の概要》
まず，体力や形態測定を行い，体力的なバランスなどを判断する。
そして，バレーボールによって体力の維持向上を目指す。授業では，
基本的な技能の獲得やゲームを通しての総合的な技能の獲得をより
高めるために，十分な運動量を設定している。
授業内容
第１回 ａのみ：イントロダクション（スポーツ実習Ｉとは 成績
の評価方法・受講上の注意点について）
第２回 体力・形態測定…筋力，パワー，全身持久力，敏捷性，柔
軟性，体重，体脂肪率など
第３回 バレーボールの特性の理解と，安全面の注意，基本的なウ
オーミングアップと運動動作の習得
第４回 基本的技能の習得 I 係争物（ボール）に慣れることと，
基本的な操作と技術
第５回 基本的技能の習得 II アンダーハンドパス，オーバーハン
ドパスの２種のパスワーク
第６回 基 本的技能の習得 III アンダーハンドサーブ，サイドハ
ンドサーブ，などのサーブ技能
第７回 基 本的技能の習得 IV オープンスパイクを中心にしたア
タック技能
第８回 基本的技能の習得 V レシーブ，サーブカットといった守
備的技能
第９回 ルールの理解 簡易ゲームによるルールの理解
第10回 簡 易ゲームによる総合的技能の習得 ワンバウンドゲー
ム，サーブの位置の緩和など簡易ゲームによるゲーム進行
の学習
第11回 ゲームによる総合的技能の習得 （オープンスキルの獲得）
I
６人制バレーボール
第12回 ゲームによる総合的技能の習得 II（戦術的な理解度を深め
る）守備位置やフォーメーション
第13回 さまざまな競技方法による楽しみ方 ９人制バレーボール
など
第14回 バレーボールのまとめ（学習者の運営によるチーム対抗戦）
履修上の注意
授業に取り組む姿勢と意欲を十分に持つこと。
運動を安全に行えるスポーツウエアとシューズの着用を義務付け
る。貴金属は身に付けない。
用具の使用方法と管理について，自他の安全に十分配慮すること。
気温・湿度などの環境に対応して，タオル，飲料物などの持参は可
とする（詳細はガイダンスにて）。
健康診断を受診していること。
準備学習（予習・復習等）の内容
体調の管理，ウォームアップ，クールダウン，ルールの確認につ
いて，各自準備等しておく
教科書
特に無し
参考書
授業中にプリントを配布する。

成績評価の方法
平常点・授業への取り組み方 80％
実技評価（技術達成度とゲーム成績） 20％

成績評価の方法
平常点（学習への意欲や受講時の態度）50点
レポート（ルールと審判法について）20点
実技テスト（基本的な技能および総合的な技能について）30点
以上 100点中，60点以上で単位を与える。

その他
保健体育第 II 研究室（３号館４階411号室）
オフィスアワー：月曜12：00〜13：00
E-mail: aki@meiji.ac.jp

その他
質問等は，授業開講時間前後に体育館教員室まで。
・オフィスアワー：最初の講義で指示する
・連絡先：最初の講義で示す

― 181 ―

科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅰ
（10組）
男子

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
渡邊

科

授業内容
１：イントロダクション（受講の仕方、体育施設の使用法、授業展
開及び成績評価、注意事項）
２：測定 体力および体脂肪率
３：講義（競技ルールと審判法）
４：基本技能（キャッチボール、ピッチング、トスバッティング）
＆ 守備練習
５：基本技能（キャッチボール、ピッチング、トスバッティング）
＆ 守備練習（内野）
６：基本技能（キャッチボール、ピッチング、トスバッティング）
＆ 守備練習（外野）
７：シートバッティング（ルールと審判法の確認）
８：技能テスト１
９：ゲーム（リーグ戦①）
10：ゲーム（リーグ戦②）
11：ゲーム（トーナメント戦）
12〜13：技能テスト２
14：筆記試験（競技ルール）
※測定と講義は授業展開や天候等により変更する場合がある
履修上の注意
１．必ず健康診断を受診すること。
２．服装は運動に適したものを着用すること。
（タンクトップやジー
ンズ、サンダル、革靴などは認めない）
３．時間や期限を厳守すること。
４ .  不適切な受講態度（許可の無い飲食、携帯スマホ等の操作など）
は認めない。
※詳細は授業時に指示をする。
準備学習（予習・復習等）の内容
競技に関する知識（ルール等）を事前に深めておく。
授業では技能テストを行う。休み時間等を利用して個人練習をす
るように心掛ける。
日頃から怪我予防や疲労回復のためにストレッチ等を行うように
する。
教科書
特に定めない
参考書
特に定めない
成績評価の方法
評価対象者・・・開講数の2/3以上の出席者
評価項目
技能テスト（40％）
レポートまたは筆記試験（20％）
平常点（40％）
その他

名

スポーツ実習Ⅰ
（11組）
男子

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 I は１年次の春学期に履修する。ここで行うスポー
ツ種目はソフトボールである。
授業の到達目標は
第一に体力の向上である。入試後の体力の回復と卒業後に向けて
体力を向上させ健康の維持増進させること。
第二にスポーツを楽しむために必要な競技ルールや審判法につい
て学ぶと共に基本技能の習得すること。
積極的に授業参加し、スポーツを大いに楽しむことを望む。
《授業の概要》
初回はイントロダクション
２回目に体力・形態測定を行い自己の体力水準を確認
３回目以降はソフトボールに関する講義と実技を行う。
視覚教材を用いる場合もある。

目

単位数
1単位

担当者
立花

泰則

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
対象種目は「テニス」です。第２回から第８回までは基本的な
技術習得が中心となります。グラウンドストローク（フォアハンド・
バックハンド），サーブ，ボレー（フォアハンド・バックハンド），
スマッシュにおける打法を運動学的に理解しつつ，これらの技術を
習得します。その際，マシンによる反復打球練習やビデオ撮影によ
る動作チェックを行い，受講生の能力に応じた実習を行います。
第９回以降はルール，ゲームの進め方および審判法を理解しながら，
ゲームを行います（シングルスとダブルス）。
《達成目標》
基本技術の習得を目指しつつ，テニスを通して体力の向上やス
ポーツを楽しむ能力を養います。またテニスの歴史や文化的意義に
ついても理解していきます。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方・受講に際しての諸
注意）
第２回：体力測定（筋力，全身持久力，柔軟性，体脂肪率など）
第３回：ラケットとボールに慣れる，テニスの歴史
第４回：グランドストローク（フォアハンド）
第５回：グランドストローク（バックハンド）
第６回：グランドストローク（ビデオ撮影・動作チェック）
第７回：ボレー（ファアハンド・バックハンド）
第８回：スマッシュ，サーブ
第９回：ゲームの進め方・審判法，ゲーム
第10回：ダブルスゲームにおけるフォーメーション，ゲーム
第11回：シングルスゲームの組み立て方，ゲーム
第12回：ゲーム
第13回：ゲーム
第14回：ゲーム
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
４月の健康診断を受けて下さい。
テニスに適したシューズや運動着を用意して下さい。また各自の
必要に応じて帽子，タオル，飲料を持参して下さい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で扱った技術の確認と各自の課題点をまとめておいて下さい。
教科書
特に定めません。
参考書
印刷資料を適宜配布します。
成績評価の方法
平常点・授業への取り組み方 80％
実技評価（技術達成度とゲーム成績） 20％
その他
体育館１階体育事務室
火曜日 12：30〜13：30

― 182 ―

科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅰ
（12組）
男子

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
片瀬

科

授業内容
第１回 ａのみ：イントロダクション（スポーツ実習Ｉとは 成績
の評価方法・受講上の注意点について）
第２回 体力・形態測定…筋力，パワー，全身持久力，敏捷性，柔
軟性，体重，体脂肪率など
第３回 バレーボールの特性の理解と，安全面の注意，基本的なウ
オーミングアップと運動動作の習得
第４回 基本的技能の習得 I 係争物（ボール）に慣れることと，
基本的な操作と技術
第５回 基本的技能の習得 II アンダーハンドパス，オーバーハン
ドパスの２種のパスワーク
第６回 基本的技能の習得 III アンダーハンドサーブ，サイドハ
ンドサーブ，などのサーブ技能
第７回 基本的技能の習得 IV オープンスパイクを中心にしたア
タック技能
第８回 基本的技能の習得 V レシーブ，サーブカットといった守
備的技能
第９回 ルールの理解 簡易ゲームによるルールの理解
第10回 簡易ゲームによる総合的技能の習得 ワンバウンドゲー
ム，サーブの位置の緩和など簡易ゲームによるゲーム進行
の学習
第11回 ゲームによる総合的技能の習得 （オープンスキルの獲得）
I
６人制バレーボール
第12回 ゲームによる総合的技能の習得 II（戦術的な理解度を深め
る）守備位置やフォーメーション
第13回 さまざまな競技方法による楽しみ方 ９人制バレーボール
など
第14回 バレーボールのまとめ（学習者の運営によるチーム対抗戦）
履修上の注意
授業に取り組む姿勢と意欲を十分に持つこと。
運動を安全に行えるスポーツウエアとシューズの着用を義務付け
る。貴金属は身に付けない。
用具の使用方法と管理について，自他の安全に十分配慮すること。
気温・湿度などの環境に対応して，タオル，飲料物などの持参は可
とする（詳細はガイダンスにて）。
健康診断を受診していること。
準備学習（予習・復習等）の内容
体調の管理、ウォームアップ、クールダウン、ルールの確認につ
いて、各自準備等しておく
教科書
特に無し
参考書
授業中にプリントを配布する。
成績評価の方法
平常点（学習への意欲や受講時の態度）50点
レポート（ルールと審判法について）20点
実技テスト（基本的な技能および総合的な技能について）30点
以上 100点中，60点以上で単位を与える。
その他
質問等は，授業開講時間前後に体育館教員室まで。
・オフィスアワー：最初の講義で指示する
・連絡先：最初の講義で示す

名

スポーツ実習Ⅰ農・女子
（1）

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 I は１年次の春学期に履修し，授業では，バレーボー
ルを通して，生涯スポーツを実践しうる知識・技能の習得を目標と
する。また，体力の維持向上，心身のストレス解消，コミュニケー
ション技能獲得の場といったスポーツの魅力を学習者に理解させる
よう授業展開する。
バレーボールは，ネット型のチームスポーツで，ボールを前腕部
と掌を中心に身体どこかにてボールをコントロールする球技であ
る。授業の達成目標は，基本的技能の習得，ゲームを安全に行える
総合的な技能の習得，ルールの理解にある。
《授業の概要》
まず，体力や形態測定を行い，体力的なバランスなどを判断する。
そして，バレーボールによって体力の維持向上を目指す。授業では，
基本的な技能の獲得やゲームを通しての総合的な技能の獲得をより
高めるために，十分な運動量を設定している。

目

単位数

担当者
多賀

1単位

恒雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本実習はバドミントンのスキルを向上させると同時に，バドミン
トンを通してスポーツの楽しさを体感し，生涯スポーツの動機付け
とすることや健康・体力に関する科学的知識を得ることを主なねら
いとする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目である。
《授業の概要》
ハイクリアーやドロップなどの基本技術およびゲームにおける戦
術を学習し，より楽しくバドミントンを実施できるようにする。
授業内容
１．イントロダクションおよびルールの説明
２．グリップの習得およびラケットの使い方
３．ミニラリー
４．基本技術練習
５．ミニゲーム
６．ゲームにおける動き方
７．ポイントゲーム
８．ゲームにおける戦術
９．ゲームにおける戦術
10．ゲーム（ダブルス）
11．ゲーム（ダブルス）
12．ゲーム（ダブルス）
13．ゲーム（ダブルスおよびシングルス）
14．ゲーム（ダブルスおよびシングルス）

履修上の注意
必ず運動着および室内用シューズを着用すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
ダブルスにおける攻撃と守備の陣型の違いについて理解しておく
こと。
教科書
特に指定しない。
参考書
バドミントンマガジン
成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト40点
受講態度20点
その他
受講にあたっては，健康診断を受けておくこと。
オフィスアワーは別途指示します。
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参加意欲40点

科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅰ農・女子
（2）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
加納

科

《達成目標》
基本技術の習得を目指しつつ，テニスを通して体力の向上やス
ポーツを楽しむ能力を養います。またテニスの歴史や文化的意義に
ついても理解していきます。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目です。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方・受講に際しての諸
注意）
第２回：体力測定（筋力，全身持久力，柔軟性，体脂肪率など）
第３回：ラケットとボールに慣れる，テニスの歴史
第４回：グランドストローク（フォアハンド）
第５回：グランドストローク（バックハンド）
第６回：グランドストローク（ビデオ撮影・動作チェック）
第７回：ボレー（ファアハンド・バックハンド）
第８回：スマッシュ，サーブ
第９回：ゲームの進め方・審判法，ゲーム
第10回：ダブルスゲームにおけるフォーメーション，ゲーム
第11回：シングルスゲームの組み立て方，ゲーム
第12回：ゲーム
第13回：ゲーム
第14回：ゲーム
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

名

スポーツ実習Ⅰ化・女子
（1）

明彦

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
対象種目は「テニス」です。第２回から第８回までは基本的な
技術習得が中心となります。グラウンドストローク（フォアハンド・
バックハンド），サーブ，ボレー（フォアハンド・バックハンド），
スマッシュにおける打法を運動学的に理解しつつ，これらの技術を
習得します。その際，マシンによる反復打球練習やビデオ撮影によ
る動作チェックを行い，受講生の能力に応じた実習を行います。
第９回以降はルール，ゲームの進め方および審判法を理解しながら，
ゲームを行います（シングルスとダブルス）。

目

単位数

担当者
多賀

1単位

恒雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本実習はバレーボールのスキルを向上させると同時に，バレー
ボールを通してスポーツの楽しさを体感し，生涯スポーツの動機付
けとすることや健康・体力に関する科学的知識を得ることを主なね
らいとする。
《授業の概要》
パスやレシーブなどの基本技術およびゲームにおける戦術を学習
し，より楽しくバレーボールを実施できるようにする。
授業内容
１．イントロダクションおよびルールの説明
２．オーバーハンドおよびアンダーハンドパス練習
３．アタック練習
４．サーブ練習
５．ミニゲーム
６．ゲームにおける動き方
７．ブロック練習
８．ミニゲーム
９．ゲームにおける戦術
10．ゲームにおける戦術
11．ゲーム
12．ゲーム
13．ゲーム
14．ゲーム

履修上の注意
４月の健康診断を受けて下さい。
テニスに適したシューズと運動着を用意して下さい。また各自の
必要に応じて帽子，タオル，飲料を持参して下さい。

履修上の注意
必ず運動着および屋外用シューズを着用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業で扱った技術の確認と各自の課題点をまとめておいて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容
攻撃と守備のポジショニングについて理解を深めておくこと。

教科書
特に定めません。

教科書
特に指定しない。

参考書
印刷資料を適宜配布します。

参考書
バレーボールマガジン

成績評価の方法
平常点と授業への取り組み方 80％
実技評価（技術達成度とゲーム成績） 20％

成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト40点
受講態度20点

その他
保健体育第 II 研究室（３号館４階411号室）
オフィスアワー：月曜12：30〜13：30
E-mail: aki@meiji.ac.jp

その他
受講にあたっては，健康診断を受けておくこと。
オフィスアワーは別途指示します。
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参加意欲40点

科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅰ化・女子
（2）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
佐藤

科

《授業の到達目標》
テニスは、生涯スポーツとして社会人となってからも個人の体力
に応じて楽しめるスポーツである。本演習の目的は、テニスの打球
スキルとルールを学び、ゲーム（シングルス、ダブルス）を楽しめ
るようになり、スポーツとジェロントロジーの密接な関係を理解す
ること。食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の G に
対応する科目である。
授業内容
第１回：テニスのためのウォーミングアップ・トレーニング
第２回：ミニテニスでのストローク、ボレー、サーブ、レシーブ、
スマッシュ
第３回：ストローク（フォアハンドストローク、バックハンドスト
ローク）スキルトレーニング
第４回：ボレー（フォアボレー、バックボレー）、スマッシュスキ
ルトレーニング
第５回：サーブ、レシーブスキルトレーニング
第６回：スピードガンを用いてのサーブ速度測定実習
第７回：講義（テニスの歴史、世界４大大会および ATP トーナメ
ントについて）
第８回：ダブルスのポイントゲームでの練習
第９回：講義（スポーツとジェロントロジー）
第10回：シングルスのポイントゲーム練習
第11回：ダブルスのフォーメーション練習
第12回：テニスにおけるメンタルトレーニング（オンコート）
第13回：テニスのスキルテスト
第14回：演習内期末テスト（筆記試験：歴史、メンタル、フィジカ
ル）・まとめ

履修上の注意
運動に適した服装（ジーパン不可）とテニスシューズで参加の事。
準備学習（予習・復習等）の内容
基本的なルールの確認をしておいてください。
教科書
テニス基本の基本（学習研究社）。
ショーンボーンのテニスコーチングブック（ベースボールマガジ
ン社）。

名

スポーツ実習Ⅰ化・女子
（3）

雅幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
本演習では、ラケットとボールを操作するために必要な、眼と手
のコーディネーショントレーニングを行いながら、テニスの基本を
学んでいく。また、ゲームを通じて、マナーや他人とのコミュニケー
ションスキルも習得する。

目

単位数
1単位

担当者
加納

明彦

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
対象種目は「フィットネス」です。フィットネスでは最初に体力
（筋力，筋持久力，有酸素能力，柔軟性など）や体重，体脂肪率，
皮下脂肪厚，骨密度などの測定を行います。これらのデータに基づ
いて，個々にトレーニングプログラムを作成・実行します。プログ
ラムの有効性や改善点の検証を行いつつ，各自の目標に向かってト
レーニングを行います。
《達成目標》
自分の体力や健康状態を客観的に把握して，適切なトレーニング
プログラムを作成・実行する能力を養うとともに，日常生活に運動
を取り入れる習慣を身に付けることを目標とします。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方・受講に際しての諸
注意）
第２回：体力測定（筋力，有酸素運動能力，柔軟性）
第３回：体脂肪率，皮下脂肪厚，骨密度の測定
第４回：トレーニング機器の使用方法
第５回：トレーニングプログラムの作成
第６回：トレーニングプログラムの実行
第７回：トレーニングプログラムの実行
第８回：トレーニングプログラムの実行
第９回：トレーニングプログラムの実行
第10回：トレーニングプログラムの修正
第11回：トレーニングプログラムの実行
第12回：トレーニングプログラムの実行
第13回：トレーニングプログラムの実行
第14回：体力，体脂肪率，皮下脂肪厚の測定・評価
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
４月の健康診断を受けて下さい。
各自の必要に応じてタオルや飲料を持参して下さい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で配布した印刷資料やトレーニング記録表を参考にして復習
をして下さい。
教科書
特に定めません。

参考書
テニスマガジン、スマッシュ。

参考書
印刷資料等を適宜配布します。

成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト70点、平常点（授業
への参加態度・貢献度）30点。

成績評価の方法
平常点・授業への取り組み方 80％
実技評価（トレーニングメニューの評価と目標値達成度） 20％

その他
初心者大歓迎です。
ラケットおよびボールは大学が用意します。

その他
保健体育第 II 研究室（３号館４階411号室）
オフィスアワー：月曜12：30〜13：30
E-mail: aki@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅰ生・女子
（1）

科目ナンバー：(AG)HES943J

単位数

担当者
多賀

1単位

科

授業内容
１．イントロダクションおよびルールの説明
２．グリップの習得およびラケットの使い方
３．ミニラリー
４．基本技術練習
５．ミニゲーム
６．ゲームにおける動き方
７．ポイントゲーム
８．ゲームにおける戦術
９．ゲームにおける戦術
10．ゲーム（ダブルス）
11．ゲーム（ダブルス）
12．ゲーム（ダブルス）
13．ゲーム（ダブルスおよびシングルス）
14．ゲーム（ダブルスおよびシングルス）

名

スポーツ実習Ⅰ生・女子
（2）

恒雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本実習はバドミントンのスキルを向上させると同時に，バドミン
トンを通してスポーツの楽しさを体感し，生涯スポーツの動機付け
とすることや健康・体力に関する科学的知識を得ることを主なねら
いとする。
《授業の概要》
ハイクリアーやドロップなどの基本技術およびゲームにおける戦
術を学習し，より楽しくバドミントンを実施できるようにする。

目

単位数
1単位

担当者
加納

明彦

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
対象種目は「テニス」です。第２回から第８回までは基本的な技
術習得が中心となります。グラウンドストローク（フォアハンド・
バックハンド），サーブ，ボレー（フォアハンド・バックハンド），
スマッシュにおける打法を運動学的に理解しつつ，これらの技術を
習得します。その際，マシンによる反復打球練習やビデオ撮影によ
る動作チェックを行い，受講生の能力に応じた実習を行います。
第９回以降はルール，ゲームの進め方および審判法を理解しながら，
ゲームを行います（シングルスとダブルス）。
《達成目標》
基本技術の習得を目指しつつ，テニスを通して体力の向上やス
ポーツを楽しむ能力を養います。またテニスの歴史や文化的意義に
ついても理解していきます。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方・受講に際しての諸
注意）
第２回：体力測定（筋力，全身持久力，柔軟性，体脂肪率など）
第３回：ラケットとボールに慣れる，テニスの歴史
第４回：グランドストローク（フォアハンド）
第５回：グランドストローク（バックハンド）
第６回：グランドストローク（ビデオ撮影・動作チェック）
第７回：ボレー（ファアハンド・バックハンド）
第８回：スマッシュ，サーブ
第９回：ゲームの進め方・審判法，ゲーム
第10回：ダブルスゲームにおけるフォーメーション，ゲーム
第11回：シングルスゲームの組み立て方，ゲーム
第12回：ゲーム
第13回：ゲーム
第14回：ゲーム
＊内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
必ず運動着および室内用シューズを着用すること。

履修上の注意
４月の健康診断を受けて下さい。
テニスに適したシューズと運動着を用意して下さい。また各自の
必要に応じて帽子，タオル，飲料を持参して下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容
ダブルスにおける攻撃と守備の陣型の違いを理解しておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業で扱った技術の確認と各自の課題点をまとめておいて下さい。

教科書
特に指定しない。

教科書
特に定めません。

参考書
バドミントンマガジン

参考書
適宜印刷資料を配布します。

成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト40点
受講態度20点
その他
受講にあたっては，健康診断を受けておくこと。
オフィスアワーは別途指示します。

参加意欲40点

成績評価の方法
平常点と授業への取り組み方 80％
実技評価（技術達成度とゲーム成績） 20％
その他
保健体育第 II 研究室（３号館４階411号室）
オフィスアワー：月曜12：30〜13：30
E-mail: aki@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅰ政・女子
（1）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
佐藤

科

授業内容
第１回：テニスのためのウォーミングアップ・トレーニング
第２回：ミニテニスでのストローク、ボレー、サーブ、レシーブ、
スマッシュ
第３回：ストローク（フォアハンドストローク、バックハンドスト
ローク）スキルトレーニング
第４回：ボレー（フォアボレー、バックボレー）、スマッシュスキ
ルトレーニング
第５回：サーブ、レシーブスキルトレーニング
第６回：スピードガンを用いてのサーブ速度測定実習
第７回：講義（テニスの歴史、世界４大大会および ATP トーナメ
ントについて）
第８回：ダブルスのポイントゲームでの練習
第９回：講義（スポーツとジェロントロジー）
第10回：シングルスのポイントゲーム練習
第11回：ダブルスのフォーメーション練習
第12回：テニスにおけるメンタルトレーニング（オンコート）
第13回：テニスのスキルテスト
第14回：演習内期末テスト（筆記試験：歴史、メンタル、フィジカ
ル）・まとめ

履修上の注意
運動に適した服装（ジーパン不可）とテニスシューズで参加の事。
準備学習（予習・復習等）の内容
基本的なルールの確認をしておいてください。

名

スポーツ実習Ⅰ政・女子
（2）

雅幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
本演習では、ラケットとボールを操作するために必要な、眼と手
のコーディネーショントレーニングを行いながら、テニスの基本を
学んでいく。また、ゲームを通じて、マナーや他人とのコミュニケー
ションスキルも習得する。
《授業の到達目標》
テニスは、生涯スポーツとして社会人となってからも個人の体力
に応じて楽しめるスポーツである。本演習の目的は、テニスの打球
スキルとルールを学び、ゲーム（シングルス、ダブルス）を楽しめ
るようになり、スポーツとジェロントロジーの密接な関係を理解す
ること。食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の G に
対応する科目である。

目

単位数

担当者
多賀

1単位

恒雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本実習はバレーボールのスキルを向上させると同時に，バレー
ボールを通してスポーツの楽しさを体感し，生涯スポーツの動機付
けとすることや健康・体力に関する科学的知識を得ることを主なね
らいとする。
《授業の概要》
パスやレシーブなどの基本技術およびゲームにおける戦術を学習
し，より楽しくバレーボールを実施できるようにする。
授業内容
１．イントロダクションおよびルールの説明
２．オーバーハンドおよびアンダーハンドパス練習
３．アタック練習
４．サーブ練習
５．ミニゲーム
６．ゲームにおける動き方
７．ブロック練習
８．ミニゲーム
９．ゲームにおける戦術
10．ゲームにおける戦術
11．ゲーム
12．ゲーム
13．ゲーム
14．ゲーム

履修上の注意
必ず運動着および屋外用シューズを着用すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
攻撃と守備のポジショニングについて理解を深めておくこと。

教科書
テニス基本の基本（学習研究社）。
ショーンボーンのテニスコーチングブック（ベースボールマガジ
ン社）。

教科書
特に指定しない。

参考書
テニスマガジン、スマッシュ。

参考書
バレーボールマガジン

成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト70点、平常点（授業
への参加態度・貢献度）30点。

成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト40点
受講態度20点

その他
初心者大歓迎です。
ラケットおよびボールは大学が用意します。

その他
受講にあたっては，健康診断を受けておくこと。
オフィスアワーは別途指示します。
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参加意欲40点

科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅱ（ 1 ）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
佐藤

科

授業内容
第１回 種目選択及びガイダンス
第２回 スキルの獲得 パス＆コントロール ドリブル＆シュート
第３回 スキルの獲得 パス＆コントロール ドリブル＆シュート
第４回 グループ戦術の理解 2vs2 3vs3 4vs4
第５回 ゲーム：フルコートまたは、ハーフコートゲーム リーグ
戦
第６回 ルールの理解 審判法の理解
第７回 サッカーとジェロントロジー
第８回 実践で学ぶ（ゲーム分析を取り入れる）5vs5ミニゲーム
7vs7ハーフコートゲーム
第９回 実践で学ぶ（ゲーム分析を取り入れる）5vs5ミニゲーム
7vs7ハーフコートゲーム
第10回 実践で学ぶ（ゲーム分析を取り入れる）5vs5ミニゲーム
7vs7ハーフコートゲーム
第11回 実践で学ぶ（ゲーム分析を取り入れる）5vs5ミニゲーム
7vs7ハーフコートゲーム
第12回 実践で学ぶ（ゲーム分析を取り入れる）5vs5ミニゲーム
7vs7ハーフコートゲーム
第13回 ゲーム：フルコートまたは、ハーフコートゲーム リーグ
戦
第14回 ゲーム：フルコートまたは、ハーフコートゲーム リーグ
戦

履修上の注意
運動に適した服装（ジーパン不可）とテニスシューズで参加の事。
サッカーシューズ（スパイク）可
準備学習（予習・復習等）の内容
基本的なルールの確認をしておいてください。

名

スポーツ実習Ⅱ（ 2 ）

雅幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
本演習では，14回の演習毎に課題を設定して基礎技術習得後は，で
きるだけ多くゲームを行う。また，人数およびピッチの大きさを適
宜変えることにより，状況判断能力や創造性を学んでいく。
《授業の達成目標及びテーマ》
本演習では，サッカーの基本的な技術を習得すると同時にゲーム
を通じて，チームワークなどコミュニケーションスキルについても
学び，スポーツとジェロントロジーの密接な関わりを理解する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目である。

目

単位数
1単位

担当者
片瀬

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 II は１年次の秋学期以降に各学年に設定され，年
間に異なる種目なら複数履修することができる。種目は選択制で，
初心者から競技経験者までを対象に，各技能・体力レベルに応じて，
初心者初級者には基本的技能の獲得をベースに，経験者には，応用
的，実戦的な技能の獲得を目指す。食糧生産・環境コースは，学習
目標のＧに対応する科目である。
本授業の達成目標としては，卓球の総合的技能の習得とゲームの
運営能力の獲得にあり，そのために実戦的な個人的技術・戦術の習
得，ルールや審判法の理解と実践が課題となる。
《授業の概要》
授業では，ゲームを通しての総合的な技能の獲得をより高めるた
めに，十分なゲーム時間や基本的技能における運動量を設定してい
る。また，技能・体力・性差を考慮しながらペアを編成し，ゲーム
の運営を行う。
授業内容
第１回 ａのみ：イントロダクション（スポーツ実習Ⅱとは 成績
の評価方法・受講上の注意点について）
第２回 卓球の特性の理解と，安全面の注意，基本的なウオーミン
グアップとフィジカルトレーニング
第３回 簡易ゲームによる基本的技能と基本的なルールの確認（ダ
ブルス，シングルス）
第４回 基本技能の習得 I フォアハンドの基本とラリー，フット
ワーク，フォアハンドでのサーブ
第５回 基本技能の習得 II バックハンドの基本とラリー，フット
ワーク，バックハンドでのサーブ
第６回 応用技能の習得 I フォア・バックハンド（ロングとショー
ト，クロスとストレート）
第７回 応用技能の習得 II フォア・バックハンド（ドライブ，カッ
ト，つっつき）
第８回 応用技能の習得 III サービス（フォア・バックハンド，上・
下・横回転）とレシーブ
第９回 応用技能の習得 IV スマッシュ，レシーブ
第10回 ゲームによる総合的技能の習得 I ダブルスでの動き方と
戦術
第11回 ゲームによる総合的技能の習得 II ダブルス（ルールと審
判法の理解，審判の実践）
第12回 ゲームによる総合的技能の習得 III シングルス（ルール
と審判法の理解，審判の実践）
第13回 ゲームによる総合的技能の習得 IV 団体戦 ５人から６
人チーム
第14回 卓球のまとめ（学習者の運営によるチーム対抗戦）
履修上の注意
授業に取り組む姿勢と意欲を十分に持つこと。
運動を安全に行えるスポーツウエアとシューズの着用を義務付け
る。貴金属は身に付けない。
用具の使用方法と管理について，自他の安全に十分配慮すること。
気温・湿度などの環境に対応して，タオル，飲料物などの持参は
可とする（詳細はガイダンスにて）。
健康診断を受診していること。
準備学習（予習・復習等）の内容
体調の管理、ウォームアップ、クールダウン、ルールの確認につ
いて、各自準備等しておく

教科書
特に指定しません。

教科書
特に無し
参考書
授業中にプリントを配布する。

参考書
サッカーマガジン
成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト40点、参加意欲40点
社会的協調20点。
その他
授業時には，安全のためにピアス，ネックレスなどの装飾品をは
ずして受講すること。

成績評価の方法
平常点（学習への意欲や受講時の態度）50点
レポート（ルールと審判法について）20点
実技テスト（基本的な技能および総合的な技能について）30点
以上 100点中，60点以上で単位を与える。
その他
質問等は，授業開講時間前後に体育館教員室まで。
・オフィスアワー：最初の講義で指示する
・連絡先：最初の講義で示す
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅱ（ 3 ）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
片瀬

科

授業内容
第１回 ａのみ：イントロダクション（スポーツ実習 II とは 成
績の評価方法・受講上の注意点について）
第２回 卓球の特性の理解と，安全面の注意，基本的なウオーミン
グアップとフィジカルトレーニング
第３回 簡易ゲームによる基本的技能と基本的なルールの確認（ダ
ブルス，シングルス）
第４回 基本技能の習得 I フォアハンドの基本とラリー，フット
ワーク，フォアハンドでのサーブ
第５回 基本技能の習得 II バックハンドの基本とラリー，フット
ワーク，バックハンドでのサーブ
第６回 応用技能の習得 I フォア・バックハンド（ロングとショー
ト，クロスとストレート）
第７回 応用技能の習得 II フォア・バックハンド（ドライブ，カッ
ト，つっつき）
第８回 応用技能の習得 III サービス（フォア・バックハンド，上・
下・横回転）とレシーブ
第９回 応用技能の習得 IV スマッシュ，レシーブ
第10回 ゲームによる総合的技能の習得 I ダブルスでの動き方と
戦術
第11回 ゲームによる総合的技能の習得 II ダブルス（ルールと審
判法の理解，審判の実践）
第12回 ゲームによる総合的技能の習得 III シングルス（ルール
と審判法の理解，審判の実践）
第13回 ゲームによる総合的技能の習得 IV 団体戦 ５人から６
人チーム
第14回 卓球のまとめ（学習者の運営によるチーム対抗戦）
履修上の注意
授業に取り組む姿勢と意欲を十分に持つこと。
運動を安全に行えるスポーツウエアとシューズの着用を義務付け
る。貴金属は身に付けない。
用具の使用方法と管理について，自他の安全に十分配慮すること。
気温・湿度などの環境に対応して，タオル，飲料物などの持参は
可とする（詳細はガイダンスにて）。
健康診断を受診していること。
準備学習（予習・復習等）の内容
体調の管理，ウォームアップ，クールダウン，ルールの確認につ
いて，各自準備等しておく
教科書
特に無し
参考書
授業中にプリントを配布する。
成績評価の方法
平常点（学習への意欲や受講時の態度）50点
レポート（ルールと審判法について）20点
実技テスト（基本的な技能および総合的な技能について）30点
以上 100点中，60点以上で単位を与える。
その他
質問等は，授業開講時間前後に体育館教員室まで。
・オフィスアワー：最初の講義で指示する
・連絡先：最初の講義で示す

名

スポーツ実習Ⅱ（ 4 ）

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 II は１年次の秋学期以降に各学年に設定され，年
間に異なる種目なら複数履修することができる。種目は選択制で，
初心者から競技経験者までを対象に，各技能・体力レベルに応じて，
初心者初級者には基本的技能の獲得をベースに，経験者には，応用
的，実戦的な技能の獲得を目指す。食糧生産・環境コースは，学習
目標のＧに対応する科目である。
本授業の達成目標としては，卓球の総合的技能の習得とゲームの
運営能力の獲得にあり，そのために実戦的な個人的技術・戦術の習
得，ルールや審判法の理解と実践が課題となる。
《授業の概要》
授業では，ゲームを通しての総合的な技能の獲得をより高めるた
めに，十分なゲーム時間や基本的技能における運動量を設定してい
る。また，技能・体力・性差を考慮しながらペアを編成し，ゲーム
の運営を行う。

目

単位数
1単位

担当者
片瀬

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 II は１年次の秋学期以降に各学年に設定され，年
間に異なる種目なら複数履修することができる。種目は選択制で，
初心者から競技経験者までを対象に，各技能・体力レベルに応じて，
初心者初級者には基本的技能の獲得をベースに，経験者には，応用
的，実戦的な技能の獲得を目指す。食糧生産・環境コースは，学習
目標のＧに対応する科目である。
本授業の達成目標としては，バスケットボールの総合的技能の習
得とゲームの運営能力の獲得にあり，そのために実戦的な個人的技
術・集団的戦術の習得，ルールや審判法の理解と実践が課題となる。
《授業の概要》
授業では，ゲームを通しての総合的な技能の獲得をより高めるた
めに，十分なゲーム時間や基本的技能における運動量を設定してい
る。また，技能・体力・性差を考慮しながらのチーム編成とゲーム
の運営を行う。
授業内容
第１回 ａのみ：イントロダクション（スポーツ実習 II とは 成
績の評価方法・受講上の注意点について）
第２回 バスケットボールの特性の理解と，安全面の注意，基本的
なウオーミングアップとフィジカルトレーニング
第３回 簡易ゲームによる基本的技能の確認（シュート，パス，ド
リブル，リバウンド，１対１での打破）
第４回 基本技能の習得 I ボールコントロール（ハンドリング，
リバウンド，ルーズボール，ドリブル）
第５回 基本技能の習得 II シューティング（ワンハンドショット，
シューティングゲーム）
第６回 基本技能の習得 III フット・アーム・ボディワーク，ピボッ
ティング，フェイキング，スクリーンアウト
第７回 戦術の習得 I パッシングプレイ（パス・レシーブ・カット・
ドライブなど）
第８回 戦術の習得 II ファストブレイク
第９回 戦術の習得 III スクリーニングプレイ （インサイド，ダ
ウン，バックスクリーンなど）
第10回 ゲームによる総合的技能の習得 I ハーフコート（３対３   
４対４ ５対５）にて，ポジションと役割についての理解
と確認
第11回 ゲームによる総合的技能の習得 II ５分ゲーム・４ピリオ
ド 得点係などオフィシャルの役割と実践
第12回 ゲームによる総合的技能の習得 III ５分ゲーム・４ピリ
オド 審判法と審判の実践
第13回 ゲームによる総合的技能の習得 IV ７分ゲーム・４ピリ
オド
第14回 バスケットボールのまとめ（学習者の運営によるチーム対
抗戦）
履修上の注意
授業に取り組む姿勢と意欲を十分に持つこと。
運動を安全に行えるスポーツウエアとシューズの着用を義務付け
る。貴金属は身に付けない。
用具の使用方法と管理について，自他の安全に十分配慮すること。
気温・湿度などの環境に対応して，タオル，飲料物などの持参は
可とする（詳細はガイダンスにて）。
健康診断を受診していること。
準備学習（予習・復習等）の内容
体調の管理，ウォームアップ，クールダウン，ルールの確認につ
いて，各自準備等しておく
教科書
特に無し
参考書
授業中にプリントを配布する。
成績評価の方法
平常点（学習への意欲や受講時の態度）50点
レポート（ルールと審判法について）20点
実技テスト（基本的な技能および総合的な技能について）30点
以上 100点中，60点以上で単位を与える。
その他
質問等は，授業開講時間前後に体育館教員室まで。
・オフィスアワー：最初の講義で指示する
・連絡先：最初の講義で示す
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅱ（ 5 ）

科目ナンバー：(AG)HES943J

単位数

担当者
多賀

1単位

科

授業内容
１．イントロダクションおよびルールの説明
２．グリップの習得およびラケットの使い方
３．ミニラリー
４．基本技術練習
５．ミニゲーム
６．ゲームにおける動き方
７．ポイントゲーム
８．ゲームにおける戦術
９．ゲームにおける戦術
10．ゲーム（ダブルス）
11．ゲーム（ダブルス）
12．ゲーム（ダブルス）
13．ゲーム（ダブルスおよびシングルス）
14．ゲーム（ダブルスおよびシングルス）

名

スポーツ実習Ⅱ（ 6 ）

恒雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本実習はバドミントンのスキルを向上させると同時に，バドミン
トンを通してスポーツの楽しさを体感し，生涯スポーツの動機付け
とすることを目的とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目である。
《授業の概要》
ハイクリアーやドロップなどの基本技術およびゲームにおける戦
術を学習し，より楽しくバドミントンを実施できるようにする。

目

単位数
1単位

担当者
佐藤

雅幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
本演習では、ラケットとボールを操作するために必要な、眼と
手のコーディネーショントレーニングを行いながら、テニスの基本
を学んでいく。また、ゲームを通じて、マナーや他人とのコミュニ
ケーションスキルも習得する。
《授業の到達目標》
テニスは、生涯スポーツとして社会人となってからも個人の体力
に応じて楽しめるスポーツである。本演習の目的は、テニスの打球
スキルとルールを学び、ゲーム（シングルス、ダブルス）を楽しめ
るようになり、スポーツとジェロントロジーの密接な関係を理解す
ること。食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の G に
対応する科目である。
授業内容
第１回：テニスのためのウォーミングアップ・トレーニング
第２回：ミニテニスでのストローク、ボレー、サーブ、レシーブ、
スマッシュ
第３回：ストローク（フォアハンドストローク、バックハンドスト
ローク）スキルトレーニング
第４回：ボレー（フォアボレー、バックボレー）、スマッシュスキ
ルトレーニング
第５回：サーブ、レシーブスキルトレーニング
第６回：スピードガンを用いてのサーブ速度測定実習
第７回：講義（テニスの歴史、世界４大大会および ATP トーナメ
ントについて）
第８回：ダブルスのポイントゲームでの練習
第９回：講義（スポーツとジェロントロジー）
第10回：シングルスのポイントゲーム練習
第11回：ダブルスのフォーメーション練習
第12回：テニスにおけるメンタルトレーニング（オンコート）
第13回：テニスのスキルテスト
第14回：演習内期末テスト（筆記試験：歴史、メンタル、フィジカ
ル）・まとめ

履修上の注意
運動に適した服装（ジーパン不可）とテニスシューズで参加の事。

履修上の注意
必ず運動着および室内用シューズを着用すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
ダブルスにおける攻撃と守備の陣型の違いについて理解しておく
こと。

準備学習（予習・復習等）の内容
基本的なルールの確認をしておいてください。

教科書
特に指定しない。

教科書
テニス基本の基本（学習研究社）。
ショーンボーンのテニスコーチングブック（ベースボールマガジ
ン社）。

参考書
バドミントンマガジン

参考書
テニスマガジン、スマッシュ。

成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト40点
受講態度20点
その他
受講にあたっては，健康診断を受けておくこと。
オフィスアワーは別途指示します。

参加意欲40点

成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト70点、平常点（授業
への参加態度・貢献度）30点。
その他
初心者大歓迎です。
ラケットおよびボールは大学が用意します。
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅱ（ 7 ）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
多賀

科

授業内容
１．イントロダクションおよびルールの説明
２．基本理論の学習（クラブの構造とセットアップ）
３．基本スウィングの習得（グリップとスタンス）
４．基本スウィングの習得（アドレス）
５．基本スウィングの習得（テークバックからスウィングトップ）
６．基本スウィングの習得（スウィングトップからダウンスウィン
グ）
７．基本スウィングの習得（ダウンスウィングからフォロースルー、
フィニッシュ）
８．基本スウィングの習得（一連のスウィング動作の連動と技術の
完成）
９．応用スウィングの習得（クラブの違いによる身体各部のコント
ロールの違いと技術）
10．パターの学習（パッティングの技術）
11．模擬ラウンド（ラウンドにおけるルールとマナーの学習）
12．模擬ラウンド（ラウンドにおけるスコアリングの学習）
13．模擬ラウンド（ラウンドにおけるスコアリングの学習）
14．模擬ラウンド（ラウンドにおけるスコアリングの学習）

履修上の注意
必ず運動着および室外用シューズを着用すること。
衛生上、安全上の問題から、ゴルフグローブを各自用意すること
が望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
スウィング軌道とボール軌道との関係について理解を深めておく
こと。
教科書
特に使用しない
参考書

成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキル40点
態度20点

名

スポーツ実習Ⅱ（ 8 ）

恒雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本実習はゴルフのスキルを向上させると同時に，ゴルフを通して
スポーツの楽しさを体感し，生涯スポーツの動機付けとすることや
健康・体力に関する科学的知識を得ることを主なねらいとする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては学習教育のＧに対応する
科目である。
《授業の概要》
スウィングの基本技術およびゲームにおけるマナーやルールを学
習する

目

単位数
1単位

担当者
佐藤

雅幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
本演習では、ラケットとボールを操作するために必要な、眼と手
のコーディネーショントレーニングを行いながら、テニスの基本を
学んでいく。また、ゲームを通じて、マナーや他人とのコミュニケー
ションスキルも習得する。
《授業の到達目標》
テニスは、生涯スポーツとして社会人となってからも個人の体力
に応じて楽しめるスポーツである。本演習の目的は、テニスの打球
スキルとルールを学び、ゲーム（シングルス、ダブルス）を楽しめ
るようになり、スポーツとジェロントロジーの密接な関係を理解す
ること。食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の G に
対応する科目である。
授業内容
第１回：テニスのためのウォーミングアップ・トレーニング
第２回：ミニテニスでのストローク、ボレー、サーブ、レシーブ、
スマッシュ
第３回：ストローク（フォアハンドストローク、バックハンドスト
ローク）スキルトレーニング
第４回：ボレー（フォアボレー、バックボレー）、スマッシュスキ
ルトレーニング
第５回：サーブ、レシーブスキルトレーニング
第６回：スピードガンを用いてのサーブ速度測定実習
第７回：講義（テニスの歴史、世界４大大会および ATP トーナメ
ントについて）
第８回：ダブルスのポイントゲームでの練習
第９回：講義（スポーツとジェロントロジー）
第10回：シングルスのポイントゲーム練習
第11回：ダブルスのフォーメーション練習
第12回：テニスにおけるメンタルトレーニング（オンコート）
第13回：テニスのスキルテスト
第14回：演習内期末テスト（筆記試験：歴史、メンタル、フィジカ
ル）・まとめ

履修上の注意
運動に適した服装（ジーパン不可）とテニスシューズで参加の事。
準備学習（予習・復習等）の内容
基本的なルールの確認をしておいてください。
教科書
テニス基本の基本（学習研究社）。
ショーンボーンのテニスコーチングブック（ベースボールマガジ
ン社）。
参考書
テニスマガジン、スマッシュ。

参加意欲40点、受講

その他
受講にあたっては健康診断を受けておくこと。
オフィスアワーは別途指示します。

成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト70点、平常点（授業
への参加態度・貢献度）30点。
その他
初心者大歓迎です。
ラケットおよびボールは大学が用意します。
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅱ（ 9 ）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
佐藤

科

授業内容
第１回：バドミントンのためのウォーミングアップ・トレーニング
第２回：ハイクリアーでのラリー
第３回：ストローク（サイドアーム：フォア＆バック）ドリル練習
第４回：スマッシュ、ドライブ
第５回：ヘアピン、スマッシュのコンビネーション
第６回：サーブ、レシーブのスキルトレーニング
第７回：総合練習
第８回：ダブルスのポイントゲームでの練習
第９回：講義（スポーツとジェロントロジー）
第10回：シングルスのポイントゲーム練習
第11回：ダブルスのフォーメーション練習
第12回：バドミントンにおけるメンタルトレーニング（オンコート）
第13回：バドミントンのスキルテスト
第14回：演習内期末テスト（筆記試験：歴史、メンタル、フィジカ
ル）・まとめ

履修上の注意
運動に適した服装（ジーパン不可）と室内シューズで参加の事。

名

スポーツ実習Ⅱ（10）

雅幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
バドミントンは、技術レベルに応じて楽しむことの運動量を調整
することができる。本演習では、バドミントンの特性を理解し、ス
マッシュ、ドロップなどの各技法、サービスなどの技術を習得し、
相手の動きや味方同士の連携を考えたゲームができるように構成し
ている。
《授業の到達目標》
バドミントンは、体力に応じて手軽に行うことができるスポーツ
である。本演習では、バドミントンの打球スキルとルールを学び、
ゲームを楽しみ生涯スポーツの動機づけとすることを目標とすると
同時にスポーツとジェロントロジーの密接な関わりを理解する。農
学科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標のＧに対応
する科目である。

目

単位数
1単位

担当者
佐藤

雅幸

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
本演習では、ラケットとボールを操作するために必要な、眼と手
のコーディネーショントレーニングを行いながら、テニスの基本を
学んでいく。また、ゲームを通じて、マナーや他人とのコミュニケー
ションスキルも習得する。
《授業の到達目標》
テニスは、生涯スポーツとして社会人となってからも個人の体力
に応じて楽しめるスポーツである。本演習の目的は、テニスの打球
スキルとルールを学び、ゲーム（シングルス、ダブルス）を楽しめ
るようになり、スポーツとジェロントロジーの密接な関係を理解す
ること。食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の G に
対応する科目である。
授業内容
第１回：テニスのためのウォーミングアップ・トレーニング
第２回：ミニテニスでのストローク、ボレー、サーブ、レシーブ、
スマッシュ
第３回：ストローク（フォアハンドストローク、バックハンドスト
ローク）スキルトレーニング
第４回：ボレー（フォアボレー、バックボレー）、スマッシュスキ
ルトレーニング
第５回：サーブ、レシーブスキルトレーニング
第６回：スピードガンを用いてのサーブ速度測定実習
第７回：講義（テニスの歴史、世界４大大会および ATP トーナメ
ントについて）
第８回：ダブルスのポイントゲームでの練習
第９回：講義（スポーツとジェロントロジー）
第10回：シングルスのポイントゲーム練習
第11回：ダブルスのフォーメーション練習
第12回：テニスにおけるメンタルトレーニング（オンコート）
第13回：テニスのスキルテスト
第14回：演習内期末テスト（筆記試験：歴史、メンタル、フィジカ
ル）・まとめ

履修上の注意
運動に適した服装（ジーパン不可）とテニスシューズで参加の事。
準備学習（予習・復習等）の内容
基本的なルールの確認をしておいてください。

準備学習（予習・復習等）の内容
基本的なルールの確認をしておいてください。
教科書
特になし。

教科書
テニス基本の基本（学習研究社）。
ショーンボーンのテニスコーチングブック（ベースボールマガジ
ン社）。

参考書
バドミントン・マガジン（ベースボールマガジン社）。

参考書
テニスマガジン、テニスクラシックブレーク。

成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト70点、平常点（実験
への参加態度・貢献度）30%。

成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト70点、平常点（実験
への参加態度・貢献度）30%。

その他
初心者大歓迎です。
ラケットおよびシャトルは大学が用意します。

その他
初心者大歓迎です。
ラケットおよびボールは大学が用意します。
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅱ（11）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
渡邊

科

授業内容
１：イントロダクション、講義（競技ルールと審判法）
２：基本練習（フットワーク、サーブ、クリアー）、ゲーム（半面
シングル）
３：基本練習（フットワーク、ドライブ、ヘアピン）、ゲーム（半
面シングル）
４；基本練習（フットワーク、ドロップ、スマッシュ）、ゲーム（半
面シングル）
５〜６：基本練習（ドロップ＋ヘアピン）、ゲーム（半面シングル）
７：技能テスト１
８：基本練習（ドライブ、ヘアピン、クリアー、ドロップ、スマッ
シュ）、ゲーム（ダブルスの審判法確認）
９〜10：基本練習、ゲーム（ダブルス 技能別）
11〜12：団体戦
13：技能テスト２
14：技能テスト（予備）、筆記テスト
※詳細は授業時に説明する。
履修上の注意
１．屋内で行うため，体育館用シューズと運動のできる服装を用意
する。
服装は運動に適したものを着用すること。（タンクトップやジー
ンズ，サンダル，革靴などは認めない）
２．必ず健康診断を受診すること。
３．時間を厳守すること。
４ .  不適切な受講態度（許可の無い飲食、携帯スマホ等の操作など）
は認めない。
※詳細は授業時に指示をする。
準備学習（予習・復習等）の内容
怪我予防や疲労回復のために日頃からストレッチ等を行うように
する。
授業で取り扱うスポーツ競技（バドミントン）に関するメディア
等の情報に興味関心を持つ。
競技に関する知識（ルール等）を事前に深めておく。
教科書
特に定めない
参考書
特に定めない

名

スポーツ実習Ⅱ（12）

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 II は１年次の秋学期以降，各学年に設定されてい
る。また、年間に履修できるのは一種目（１単位）のみである
が，異なる種目を選択することでどの学年においても重複履修が
可能となる。
本授業ではバドミントンを行う。レクリエーションとして人気の
この種目は時速 300 km 近いショットから一瞬に０ km に近い
ショットまで変化する他に類のないスピード感と，見た目より難し
くハードな運動量などの理由から幅広い年齢層に生涯スポーツとし
て盛んに行われている。
授業ではより専門性をもった技術の習得を目指しているが，初心
者には基本技能から始めゲームができるまでを目標にしてい
る。シングルスやダブルス，団体戦といったゲームを中心に授業
を展開する。
《授業の概要》
初回にイントロダクション内で簡単な技能レベルによるグループ
分けを行う。
第二回以降はグループごとにテーマと目標を設定し基本練習と
ゲームを行う。
視覚教材を用いる場合もある。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目である。

目

単位数
1単位

泰則

《達成目標》
個々の技能レベルに応じて，さらなる技術の向上を目指しながら，
ゲームを楽しむ能力を身に付けます。またテニスの運動学的特徴や
テニスを健康管理に役立てる方法を学ぶことで，生涯スポーツとし
て活用出来る能力を養う事を目標とします。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目です。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方・受講に際しての諸
注意）
第２回：グラウンドストローク（フォアハンド）
第３回：グラウンドストローク（バックハンド）
第４回：グラウンドストローク（ビデオ撮影・動作チェック）
第５回：ネットプレー（ボレー，スマッシュ）
第６回：サーブ（フラット，スピン，スライス）
第７回：ルール解説，審判法，ゲームの進め方
第８回：ダブルスゲーム（フォーメーション，戦術の解説），ゲー
ム
第９回：シングルスゲーム（戦術の解説），ゲーム
第10回：ゲーム
第11回：ゲーム
第12回：ゲーム
第13回：ゲーム
第14回：ゲーム
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
４月の健康診断を受けて下さい。
テニスに適したシューズと運動着を用意して下さい。また必要に
応じて帽子，タオルや飲料を準備してください。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で扱った技術の確認と各自の課題点をまとめておいて下さい。
教科書
特に定めません。

成績評価の方法
平常点・授業への取り組み方 50％
実技評価（技術達成度とゲーム成績） 50％

その他
履修に関して施設と安全面を考慮して授業運営上定員を設定する。

立花

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
対象種目は「テニス」です。テニスのグラウンドストロークやサー
ブにおける各打法（フラット，トップスピン，スライス打法など）
やネットプレーなどの技術を習得します。ルールや試合方法を理解
した上で，テニスのゲームを出来るだけ多く行います。またビデオ
分析による動作チェックを行い，テニスを運動学的に理解しつつ技
能を高めます。

参考書
印刷資料を適宜配布します。

成績評価の方法
評価対象者・・・開講数の2/3以上の出席者
評価項目
技能テスト（40％）
筆記テスト（20％）
平常点
（40％）

担当者

その他
体育館１階体育事務室
火曜日 12：30〜13：30
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅱ（13）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
片瀬

科

授業内容
第１回 ａのみ：イントロダクション（スポーツ実習Ⅱとは 成績
の評価方法・受講上の注意点について）
第２回 フットサルの特性の理解と，安全面の注意，基本的なウオー
ミングアップとフィジカルトレーニング
第３回 簡易ゲームによる基本的技能の確認
第４回 基本技能の習得１（パスについて）
第５回 基本技能の習得２（速攻とシュートについて）
第６回 基本技能の習得３（守備について）
第７回 ミニゲーム１（ハーフコート、や2/3大のコート）
第８回 ミニゲーム２（3対3もしくは4対３などプレーヤーの人
数を変更して）
第９回 ミニゲーム３（時間を短縮してのゲーム）
第10回 ゲーム１（3チームないし4チームでのリーグ戦形式7分
ゲーム）
第11回 ゲーム２（3チームないし4チームでのリーグ戦形式10分
ゲーム）
第12回 ゲーム３（審判やタイムキーパーなどゲーム運営に参加す
る）
第13回 ゲーム４（審判やタイムキーパーなどゲーム運営に参加す
る）
第14回 フットサルのまとめとしてルールについてのレポート作成
履修上の注意
授業に取り組む姿勢と意欲を十分に持つこと。
運動を安全に行えるスポーツウエアとシューズの着用を義務付け
る。貴金属は身に付けない。
用具の使用方法と管理について，自他の安全に十分配慮すること。
気温・湿度などの環境に対応して，帽子，タオル，飲料物などの
持参は可とする（詳細はガイダンスにて）。
健康診断を受診していること。
準備学習（予習・復習等）の内容
体調の管理、ウォームアップ、クールダウン、ルールの確認につ
いて、各自準備等しておく
授業事前から、体調管理に留意し、授業時に参加すること。
体調不十分の場合は担当教員に申し出ること。
授業後は、復習として日常生活での運動の習慣化に活かすこと。

名

スポーツ実習Ⅱ（14）

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 II は１年次の秋学期以降に各学年に設定され，年
間に異なる種目なら複数履修することができる。種目は選択制で，
初心者から競技経験者までを対象に，各技能・体力レベルに応じて，
初心者初級者には基本的技能の獲得をベースに，経験者には，応用
的，実戦的な技能の獲得を目指す。農学科食糧生産・環境コースで
は，学習目標のＧに対応する科目である。
本授業の達成目標としては，フットサルの総合的技能の習得と
ゲームの運営能力の獲得にあり，そのために実戦的な個人的技術・
集団的戦術の習得，ルールや審判法の理解と実践が課題となる。
《授業の概要》
授業では，ゲームを通しての総合的な技能の獲得をより高めるた
めに，十分なゲーム時間や基本的技能における運動量を設定してい
る。また，技能・体力・性差を考慮しながらのチーム編成とゲーム
の運営を行う。

目

単位数
1単位

文雄

授業内容
１：イントロダクション、講義（競技ルールと審判法）、グループ
分け
２〜４：基本練習（キャッチボール、トスバッティング）、守備練習、
シートバッティング
５〜６：基本練習、守備練習（連係プレー）、シートバッティング
７：技能テスト１
８〜10：ゲーム（リーグ戦）
11〜12：ゲーム（トーナメント戦）
13．技能テスト２
14．技能テスト（予備）、筆記テスト
※詳細は授業時に説明する。
履修上の注意
１．屋外で行うため，
服装は運動に適したものを着用すること。
（ジー
ンズ，サンダル，革靴などは認めない）
２．必ず健康診断を受診すること。
３．時間を厳守すること。
４ . 不適切な受講態度（許可の無い飲食、携帯スマホ等の操作など）
は認めない。
※詳細は授業時に指示をする。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で取り扱うスポーツ競技（野球）はよくメディア等に取り上
げられるので興味関心を持つ。
日頃から怪我予防や疲労回復のためにストレッチ等を行うように
する。
教科書
特に定めない
参考書
特に定めない

参考書
授業中にプリントを配布する。

成績評価の方法
評価対象者・・・開講数の2/3以上の出席者
評価項目
技能テスト（40％）
筆記テスト（20％）
平常点（40％）
※詳細は授業時に説明をする。

その他
質問等は，授業開講時間前後に体育館教員室まで。
・オフィスアワー：最初の講義で指示する
・連絡先：最初の講義で示す

渡邊

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 II は１年次の秋学期以降，各学年に設定されてい
る。また，年間に履修できるのは一種目（１単位）のみであるが，
異なる種目を選択することでどの学年においても重複履修が可能と
なる。
農学科食糧生産・環境コースにおいては学習教育目標のＧに対応
する科目である。
本授業では軟式野球を行う。日本では野球が国民的スポーツであ
ることは言うまでもなく，その技能はソフトボールにも応用できる
ことから生涯を通して行えるスポーツとして位置づけられる。
授業ではより専門性をもった技能の習得を目指しているが，初心
者にはキャッチボールから始める。
ゲームを中心に授業を展開する。
《授業の概要》
初回にイントロダクション内で簡単なグループ分けを行う。
第二回以降はテーマに沿った練習とゲームを行う。
視覚教材を用いる場合もある。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目である。

教科書
特に無し

成績評価の方法
平常点（学習への意欲や受講時の態度）50点
レポート（ルールと審判法について）20点
実技テスト（基本的な技能および総合的な技能について）30点
以上 100点中，60点以上で単位を与える。

担当者

その他
履修に関して施設と安全面を考慮して授業運営上定員を設定する。
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅱ（15）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
立花

科

《達成目標》
卓球のゲームを行うための基本技術の習得を目指しつつ，卓球を
通して体力の向上やスポーツを楽しむ能力を養います。また卓球の
歴史や文化的意義についても理解していきます。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目です。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方・受講に際しての諸
注意）
第２回：卓球台のセットの仕方，ラケットとボールに慣れる
第３回：フォアハンドストローク
第４回：バックハンドストローク
第５回：突っつき
第６回：スマッシュ
第７回：サーブ，レシーブ
第８回：ルール解説と審判法，ゲームの進め方，ゲーム
第９回：シングルスゲーム（戦術の解説），ゲーム
第10回：総当たりゲーム
第11回：総当たりゲーム
第12回：グループ別リーグ戦
第13回：グループ別リーグ戦
第14回：ダブルスゲーム（フォーメーション・戦術の解説），ゲー
ム
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
４月の健康診断を受けて下さい。
体育館シューズを用意して下さい。

名

スポーツ実習Ⅱ（16）

泰則

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
対象種目は「卓球」です。第２回から第７回までは基本的な技術
習得が中心となります。ストローク（フォアハンド・バックハンド），
突っつき，スマッシュ，サーブ，レシーブなどの反復練習を行うと
ともに，ビデオ撮影による動作チェックを用いて受講生の能力に応
じた実習を行います。
第８回以降はルール，ゲームの進め方や審判法を理解しながら，ゲー
ムを行う能力を身に付けます（シングルスとダブルス）。ゲームは
総当たりを行った後，技能レベルに応じたグループ別のリーグ戦を
行います。

目

単位数
1単位

担当者
片瀬

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 II は１年次の秋学期以降に各学年に設定され，年
間に異なる種目なら複数履修することができる。種目は選択制で，
初心者から競技経験者までを対象に，各技能・体力レベルに応じて，
初心者初級者には基本的技能の獲得をベースに，経験者には，応用
的，実戦的な技能の獲得を目指す。食糧生産・環境コースは，学習
目標のＧに対応する科目である。
本授業の達成目標としては，６人制バレーボールの総合的技能の
習得とゲームの運営能力の獲得にあり，そのために実戦的な個人的・
集団的技術戦術の習得や，ルールや審判法の理解と実践が課題とな
る。
《授業の概要》
授業では，ゲームを通しての総合的な技能の獲得をより高めるた
めに，十分なゲーム時間や基本的技能における運動量を設定してい
る。また，技能・体力・性差を考慮しながらのチーム編成とゲーム
の運営を行う。
授業内容
第１回 ａのみ：イントロダクション（スポーツ実習Ⅱとは 成績
の評価方法・受講上の注意点について）
第２回 バレーボールの特性の理解と，安全面の注意，基本的なウ
オーミングアップと運動動作の確認
第３回 簡易ゲームによる基本的な個人技能の確認（パス・レシー
ブ・サーブ・スパイク）
第４回 パスとレシーブ技能の習得 アンダーハンド，オーバーハ
ンド，ワンハンド，フライングなど
第５回 サーブ技能の習得 フローター，ドライブ，ジャンプサー
ブなど
第６回 守備的技能の習得 サーブカットやポジションの理解とリ
ベロの役割
第７回 セッターの役割とトス技能の習得 直上，オープン，バッ
ク，クイックトス
第８回 アタック技能の習得 I オープンスパイク，速攻
第９回 アタック技能の習得 II バックアタック，フェイントとなど
第10回 ブロック技能の習得 ブロッカーの役割，ブロックのタイ
ミングや位置など
第11回 ゲームによる総合的技能の習得 I ゲームにおけるルール
の理解と審判の実践
第12回 ゲームによる総合的技能の習得 II セッターを固定しない
ゲームプランと実践
第13回 ゲームによる総合的技能の習得 III セッターを固定した
ゲームプランと実践
第14回 バレーボールのまとめ（学習者の運営によるチーム対抗戦）
履修上の注意
授業に取り組む姿勢と意欲を十分に持つこと。
運動を安全に行えるスポーツウエアとシューズの着用を義務付け
る。貴金属は身に付けない。
用具の使用方法と管理について，自他の安全に十分配慮すること。
気温・湿度などの環境に対応して，タオル，飲料物などの持参は
可とする（詳細はガイダンスにて）。
健康診断を受診していること。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業で扱った技術の確認と各自の課題点をまとめておいて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容
体調の管理、ウォームアップ、クールダウン、ルールの確認につ
いて、各自準備等しておく

教科書
特に定めません。

教科書
特に無し

参考書
印刷資料を適宜配布します。
成績評価の方法
平常点と授業への取り組み方 50％
実技評価（技術達成度とゲーム成績） 50％
その他
体育館１階体育事務室
火曜日 12：30〜13：30

参考書
授業中にプリントを配布する。
成績評価の方法
平常点（学習への意欲や受講時の態度）50点
レポート（ルールと審判法について）20点
実技テスト（基本的な技能および総合的な技能について）30点
以上 100点中，60点以上で単位を与える。
その他
質問等は，授業開講時間前後に体育館教員室まで。
・オフィスアワー：最初の講義で指示する
・連絡先：最初の講義で示す
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅱ（17）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
渡邊

科

授業内容
１：イントロダクション、講義（競技ルールと審判法）、グループ
分け
２〜４：基本練習（キャッチボール、トスバッティング）、守備練習、
シートバッティング
５〜６：基本練習、守備練習（連係プレー）、シートバッティング
７：技能テスト１
８〜10：ゲーム（リーグ戦）
11〜12：ゲーム（トーナメント戦）
13．技能テスト２
14．技能テスト（予備）、筆記テスト
※詳細は授業時に説明する。
履修上の注意
１．屋外で行うため，
服装は運動に適したものを着用すること。
（ジー
ンズ，サンダル，革靴などは認めない）
２．必ず健康診断を受診すること。
３．時間を厳守すること
４ .  不適切な受講態度（許可の無い飲食、携帯スマホ等の操作など）
は認めない。
※詳細は授業時に指示をする。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で取り扱うスポーツ競技（ソフトボール）について事前にルー
ル等を学習しておく。
ま日頃から怪我予防のためにストレッチ等を行うようにする。
教科書
特に定めない
参考書
特に定めない
成績評価の方法
評価対象者・・・開講数の2/3以上の出席者
評価項目
技能テスト（40％）
筆記テスト（20％）
平常点（40％）

名

スポーツ実習Ⅱ（18）

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 II は１年次の秋学期以降，各学年に設定されてい
る。また，年間に履修できるのは一種目（１単位）のみである
が，異なる種目を選択することでどの学年においても重複履修が
可能となる。
本授業ではソフトボールを行う。競技人口は多く生涯を通して行
えるスポーツである。
授業ではより専門性をもった技能の習得を目指しているが，初心
者にはキャッチボールから始める。ゲームを中心に授業を展
開する。
《授業の概要》
初回にイントロダクション内で簡単なグループ分けを行う。
第二回以降はテーマに沿った練習とリーグ戦を行う。
視覚教材を用いる場合もある。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目である。

目

単位数
1単位

担当者
立花

泰則

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
対象種目は「フィットネス」です。受講生各々が体力や体格など
について目標を設定し，それに適ったトレーニングプログラムを作
成・実行します。授業を始めるにあたり，体力（筋力，筋持久力，
有酸素能力，柔軟性など）や体組成（筋肉量，体脂肪率，皮下脂肪
厚，骨密度）などの測定を行います。これらのデータを参考にして，
自分に合ったトレーニングプログラムを作成します。その際，採用
するトレーニング内容については，筋力トレーニングマシン，エア
ロバイク，補助トレーニング機器および自重を利用する方法などを
選択します。このプログラムに基づいて半期間トレーニングを行い，
体力や体組成などの変化を検証します。
《達成目標》
自分の体力や健康状態を客観的に把握しつつ，科学的根拠に基づ
いた適切なトレーニングプログラムを作成し，実行する方法を習得
します。また日常生活に運動を取り入れる習慣の重要性を理解し，
健康管理を行う能力を養います。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目です。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方・受講に際しての諸
注意）
第２回：体力測定（筋力，筋持久力，有酸素能力，柔軟性）
第３回：体組成測定（筋肉量，体脂肪率，皮下脂肪厚，骨密度）
第４回：トレーニングプログラムの作成
第６回：トレーニングプログラムの実行
第７回：トレーニングプログラムの実行
第８回：トレーニングプログラムの実行
第９回：トレーニングプログラムの実行
第10回：体力，体脂肪率，皮下脂肪厚の測定，トレーニングプログ
ラムの修正
第11回：トレーニングプログラムの実行
第12回：トレーニングプログラムの実行
第13回：トレーニングプログラムの実行
第14回：体力，体脂肪率，皮下脂肪厚の測定・評価
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
４月の健康診断を受けて下さい。
必要に応じて飲料やタオルを用意して下さい。
準備学習（予習・復習等）の内容
復習：授業で配布した資料やトレーニング記録票を参考に，授業で
行ったトレーニングの方法や効果を復習しておいてください。
予習：トレーニングの強度や頻度が適切であるかを考察し，次回の
授業で行うトレーニング内容に反映させてください。
教科書
特に定めません。
参考書
印刷資料を適宜提示します。
成績評価の方法
平常点と授業への取り組み方 50％
実技評価（トレーニングメニュー評価と目標値達成度） 50％

※詳細は授業時に説明をする。
その他
履修に関して施設と安全面を考慮して授業運営上定員を設定する。

その他
体育館１階体育事務室
火曜日 12：30〜13：30
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅱ（19）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
片瀬

科

授業内容
第１回 ａのみ：イントロダクション（スポーツ実習Ⅱとは 成績
の評価方法・受講上の注意点について）
第２回 バレーボールの特性の理解と，安全面の注意，基本的なウ
オーミングアップと運動動作の確認
第３回 簡易ゲームによる基本的な個人技能の確認（パス・レシー
ブ・サーブ・スパイク）
第４回 パスとレシーブ技能の習得 アンダーハンド，オーバーハ
ンド，ワンハンド，フライングなど
第５回 サーブ技能の習得 フローター，ドライブ，ジャンプサー
ブなど
第６回 守備的技能の習得 サーブカットやポジションの理解とリ
ベロの役割
第７回 セッターの役割とトス技能の習得 直上，オープン，バッ
ク，クイックトス
第８回 アタック技能の習得 I オープンスパイク，速攻
第９回 アタック技能の習得 II バックアタック，フェイントとな
ど
第10回 ブロック技能の習得 ブロッカーの役割，ブロックのタイ
ミングや位置など
第11回 ゲームによる総合的技能の習得 I ゲームにおけるルール
の理解と審判の実践
第12回 ゲームによる総合的技能の習得 II セッターを固定しない
ゲームプランと実践
第13回 ゲームによる総合的技能の習得 III セッターを固定した
ゲームプランと実践
第14回 バレーボールのまとめ（学習者の運営によるチーム対抗戦）
履修上の注意
授業に取り組む姿勢と意欲を十分に持つこと。
運動を安全に行えるスポーツウエアとシューズの着用を義務付け
る。貴金属は身に付けない。
用具の使用方法と管理について，自他の安全に十分配慮すること。
気温・湿度などの環境に対応して，タオル，飲料物などの持参は
可とする（詳細はガイダンスにて）。
健康診断を受診していること。
準備学習（予習・復習等）の内容
体調の管理、ウォームアップ、クールダウン、ルールの確認につ
いて、各自準備等しておく
教科書
特に無し
参考書
授業中にプリントを配布する。
成績評価の方法
平常点（学習への意欲や受講時の態度）50点
レポート（ルールと審判法について）20点
実技テスト（基本的な技能および総合的な技能について）30点
以上 100点中，60点以上で単位を与える。
その他
質問等は，授業開講時間前後に体育館教員室まで。
・オフィスアワー：最初の講義で指示する
・連絡先：最初の講義で示す

名

スポーツ実習Ⅱ（20）

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 II は１年次の秋学期以降に各学年に設定され，年
間に異なる種目なら複数履修することができる。種目は選択制で，
初心者から競技経験者までを対象に，各技能・体力レベルに応じて，
初心者初級者には基本的技能の獲得をベースに，経験者には，応用
的，実戦的な技能の獲得を目指す。食糧生産・環境コースは，学習
目標のＧに対応する科目である。
本授業の達成目標としては，６人制バレーボールの総合的技能の
習得とゲームの運営能力の獲得にあり，そのために実戦的な個人的・
集団的技術戦術の習得や，ルールや審判法の理解と実践が課題とな
る。
《授業の概要》
授業では，ゲームを通しての総合的な技能の獲得をより高めるた
めに，十分なゲーム時間や基本的技能における運動量を設定してい
る。また，技能・体力・性差を考慮しながらのチーム編成とゲーム
の運営を行う。

目

単位数

担当者
多賀

1単位

恒雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本実習はバドミントンのスキルを向上させると同時に，バドミン
トンを通してスポーツの楽しさを体感し，生涯スポーツの動機付け
とすることを目的とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目である。
《授業の概要》
ハイクリアーやドロップなどの基本技術およびゲームにおける戦
術を学習し，より楽しくバドミントンを実施できるようにする。
授業内容
１．イントロダクションおよびルールの説明
２．グリップの習得およびラケットの使い方
３．ミニラリー
４．基本技術練習
５．ミニゲーム
６．ゲームにおける動き方
７．ポイントゲーム
８．ゲームにおける戦術
９．ゲームにおける戦術
10．ゲーム（ダブルス）
11．ゲーム（ダブルス）
12．ゲーム（ダブルス）
13．ゲーム（ダブルスおよびシングルス）
14．ゲーム（ダブルスおよびシングルス）

履修上の注意
必ず運動着および室内用シューズを着用すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
ダブルスにおける攻撃と守備の陣型の違いについて理解しておく
こと。
教科書
特に指定しない。
参考書
バドミントンマガジン
成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト40点
受講態度20点
その他
受講にあたっては，健康診断を受けておくこと。
オフィスアワーは別途指示します。
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参加意欲40点

科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅱ（21）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
加納

科

《達成目標》
自分の体力や健康状態を客観的に把握しつつ，科学的根拠に基づ
いた適切なトレーニングプログラムを作成し，実行する方法を習得
します。また日常生活に運動を取り入れる習慣の重要性を理解し，
健康管理を行う能力を養います。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目です。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方・受講に際しての諸
注意）
第２回：体力測定（筋力，有酸素運動能力，柔軟性）
第３回：体脂肪率，皮下脂肪厚，骨密度の測定
第４回：トレーニングプログラムの作成
第６回：トレーニングプログラムの実行
第７回：トレーニングプログラムの実行
第８回：トレーニングプログラムの実行
第９回：トレーニングプログラムの実行
第10回：体力，体脂肪率，皮下脂肪厚の測定，トレーニングプログ
ラムの修正
第11回：トレーニングプログラムの実行
第12回：トレーニングプログラムの実行
第13回：トレーニングプログラムの実行
第14回：体力，体脂肪率，皮下脂肪厚の測定・評価
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

名

スポーツ実習Ⅱ（22）

明彦

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
対象種目は「フィットネス」です。受講生各々が体力や体格など
について目標を設定し，それに適ったトレーニングプログラムを作
成・実行します。授業を始めるにあたり，体力（筋力，筋持久力，
有酸素能力，柔軟性など）や体組成（筋肉量，体脂肪率，皮下脂肪
厚，骨密度）などの測定を行います。これらのデータを参考にして，
自分に合ったトレーニングプログラムを作成します。その際，採用
するトレーニング内容については，筋力トレーニングマシン，エア
ロバイク，補助トレーニング機器および自重を利用する方法などを
選択します。このプログラムに基づいて半期間トレーニングを行い，
体力や体組成などの変化を検証します。

目

単位数

担当者
多賀

1単位

恒雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本実習はバドミントンのスキルを向上させると同時に，バドミン
トンを通してスポーツの楽しさを体感し，生涯スポーツの動機付け
とすることを目的とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目である。
《授業の概要》
ハイクリアーやドロップなどの基本技術およびゲームにおける戦
術を学習し，より楽しくバドミントンを実施できるようにする。
授業内容
１．イントロダクションおよびルールの説明
２．グリップの習得およびラケットの使い方
３．ミニラリー
４．基本技術練習
５．ミニゲーム
６．ゲームにおける動き方
７．ポイントゲーム
８．ゲームにおける戦術
９．ゲームにおける戦術
10．ゲーム（ダブルス）
11．ゲーム（ダブルス）
12．ゲーム（ダブルス）
13．ゲーム（ダブルスおよびシングルス）
14．ゲーム（ダブルスおよびシングルス）

履修上の注意
４月の健康診断を受けて下さい。
必要に応じて飲料やタオルを用意して下さい。

履修上の注意
必ず運動着および室内用シューズを着用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容
予習：トレーニングの強度や頻度が適切であるかを考察し，次回の
授業で行うトレーニング内容に反映させてください。
復習：授業で配布した資料やトレーニング記録票を参考に，授業で
行ったトレーニングの方法や効果を復習しておいてください。

準備学習（予習・復習等）の内容
ダブルスにおける攻撃と守備の陣型の違いについて理解しておく
こと。

教科書
特に定めません。
参考書
印刷資料を適宜配布します。

教科書
特に指定しない。
参考書
バドミントンマガジン

成績評価の方法
平常点と授業への取り組み方 50％
実技評価（トレーニングメニュー評価と目標値達成度） 50％

成績評価の方法
平常点等（100点）配点内訳：スキルテスト40点
受講態度20点

その他
保健体育第 II 研究室（３号館４階411号室）
オフィスアワー：月曜12：30〜13：30
E-mail: aki@meiji.ac.jp

その他
受講にあたっては，健康診断を受けておくこと。
オフィスアワーは別途指示します。
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参加意欲40点

科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅱ（23）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
加納

科

《達成目標》
自分の体力や健康状態を客観的に把握しつつ，科学的根拠に基づ
いた適切なトレーニングプログラムを作成し，実行する方法を習得
します。また日常生活に運動を取り入れる習慣の重要性を理解し，
健康管理を行う能力を養います。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目です。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業の進め方・受講に際しての諸
注意）
第２回：体力測定（筋力，有酸素運動能力，柔軟性）
第３回：体脂肪率，皮下脂肪厚，骨密度の測定
第４回：トレーニングプログラムの作成
第６回：トレーニングプログラムの実行
第７回：トレーニングプログラムの実行
第８回：トレーニングプログラムの実行
第９回：トレーニングプログラムの実行
第10回：体力，体脂肪率，皮下脂肪厚の測定，トレーニングプログ
ラムの修正
第11回：トレーニングプログラムの実行
第12回：トレーニングプログラムの実行
第13回：トレーニングプログラムの実行
第14回：体力，体脂肪率，皮下脂肪厚の測定・評価
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります
履修上の注意
４月の健康診断を受けて下さい。
必要に応じて飲料やタオルを用意して下さい。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：トレーニングの強度や頻度が適切であるかを考察し，次回の
授業で行うトレーニング内容に反映させてください。
復習：授業で配布した資料やトレーニング記録票を参考に，授業で
行ったトレーニングの方法や効果を復習しておいてください。
教科書
特に定めません。
参考書
印刷資料を適宜配布します。

名

スポーツ実習Ⅱ（24）

明彦

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
対象種目は「フィットネス」です。受講生各々が体力や体格など
について目標を設定し，それに適ったトレーニングプログラムを作
成・実行します。授業を始めるにあたり，体力（筋力，筋持久力，
有酸素能力，柔軟性など）や体組成（筋肉量，体脂肪率，皮下脂肪
厚，骨密度）などの測定を行います。これらのデータを参考にして，
自分に合ったトレーニングプログラムを作成します。その際，採用
するトレーニング内容については，筋力トレーニングマシン，エア
ロバイク，補助トレーニング機器および自重を利用する方法などを
選択します。このプログラムに基づいて半期間トレーニングを行い，
体力や体組成などの変化を検証します。

目

単位数
1単位

担当者
片瀬

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 II は１年次の秋学期以降に各学年に設定され，年
間に異なる種目なら複数履修することができる。種目は選択制で，
初心者から競技経験者までを対象に，各技能・体力レベルに応じて，
初心者初級者には基本的技能の獲得をベースに，経験者には，応用
的，実戦的な技能の獲得を目指す。食糧生産・環境コースは，学習
目標のＧに対応する科目である。
本授業の達成目標としては，卓球の総合的技能の習得とゲームの
運営能力の獲得にあり，そのために実戦的な個人的技術・戦術の習
得，ルールや審判法の理解と実践が課題となる。
《授業の概要》
授業では，ゲームを通しての総合的な技能の獲得をより高めるた
めに，十分なゲーム時間や基本的技能における運動量を設定してい
る。また，技能・体力・性差を考慮しながらペアを編成し，ゲーム
の運営を行う。
授業内容
第１回 ａのみ：イントロダクション（スポーツ実習Ⅱとは 成績
の評価方法・受講上の注意点について）
第２回 卓球の特性の理解と，安全面の注意，基本的なウオーミン
グアップとフィジカルトレーニング
第３回 簡易ゲームによる基本的技能と基本的なルールの確認（ダ
ブルス，シングルス）
第４回 基本技能の習得 I フォアハンドの基本とラリー，フット
ワーク，フォアハンドでのサーブ
第５回 基本技能の習得 II バックハンドの基本とラリー，フット
ワーク，バックハンドでのサーブ
第６回 応用技能の習得 I フォア・バックハンド（ロングとショー
ト，クロスとストレート）
第７回 応用技能の習得 II フォア・バックハンド（ドライブ，カッ
ト，つっつき）
第８回 応用技能の習得 III サービス（フォア・バックハンド，上・
下・横回転）とレシーブ
第９回 応用技能の習得 IV スマッシュ，レシーブ
第10回 ゲームによる総合的技能の習得 I ダブルスでの動き方と
戦術
第11回 ゲームによる総合的技能の習得 II ダブルス（ルールと審
判法の理解，審判の実践）
第12回 ゲームによる総合的技能の習得 III シングルス（ルール
と審判法の理解，審判の実践）
第13回 ゲームによる総合的技能の習得 IV 団体戦 ５人から６
人チーム
第14回 卓球のまとめ（学習者の運営によるチーム対抗戦）
履修上の注意
授業に取り組む姿勢と意欲を十分に持つこと。
運動を安全に行えるスポーツウエアとシューズの着用を義務付け
る。貴金属は身に付けない。
用具の使用方法と管理について，自他の安全に十分配慮すること。
気温・湿度などの環境に対応して，タオル，飲料物などの持参は
可とする（詳細はガイダンスにて）。
健康診断を受診していること。
準備学習（予習・復習等）の内容
体調の管理、ウォームアップ、クールダウン、ルールの確認につ
いて、各自準備等しておく
教科書
特に無し
参考書
授業中にプリントを配布する。

成績評価の方法
平常点と授業への取り組み方 50％
実技評価（トレーニングメニュー評価と目標値達成度） 50％

成績評価の方法
平常点（学習への意欲や受講時の態度）50点
レポート（ルールと審判法について）20点
実技テスト（基本的な技能および総合的な技能について）30点
以上 100点中，60点以上で単位を与える。

その他
保健体育第 II 研究室（３号館４階411号室）
オフィスアワー：月曜12：30〜13：30
E-mail: aki@meiji.ac.jp

その他
質問等は，授業開講時間前後に体育館教員室まで。
・オフィスアワー：最初の講義で指示する
・連絡先：最初の講義で示す
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

スポーツ実習Ⅱ（25）

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)HES943J
担当者
片瀬

科

授業内容
第１回 ａのみ：イントロダクション（スポーツ実習Ⅱとは 成績
の評価方法・受講上の注意点について）
第２回 バスケットボールの特性の理解と，安全面の注意，基本的
なウオーミングアップとフィジカルトレーニング
第３回 簡易ゲームによる基本的技能の確認（シュート，パス，ド
リブル，リバウンド，１対１での打破）
第４回 基本技能の習得 I ボールコントロール（ハンドリング，
リバウンド，ルーズボール，ドリブル）
第５回 基本技能の習得 II シューティング（ワンハンドショット，
シューティングゲーム）
第６回 基本技能の習得 III フット・アーム・ボディワーク，ピボッ
ティング，フェイキング，スクリーンアウト
第７回 戦術の習得 I パッシングプレイ（パス・レシーブ・カット・
ドライブなど）
第８回 戦術の習得 II ファストブレイク
第９回 戦術の習得 III スクリーニングプレイ （インサイド，ダ
ウン，バックスクリーンなど）
第10回 ゲームによる総合的技能の習得 I ハーフコート（３対３   
４対４ ５対５）にて，ポジションと役割についての理解
と確認
第11回 ゲームによる総合的技能の習得 II ５分ゲーム・４ピリオ
ド 得点係などオフィシャルの役割と実践
第12回 ゲームによる総合的技能の習得 III ５分ゲーム・４ピリ
オド 審判法と審判の実践
第13回 ゲームによる総合的技能の習得 IV ７分ゲーム・４ピリ
オド
第14回 バスケットボールのまとめ（学習者の運営によるチーム対
抗戦）
履修上の注意
授業に取り組む姿勢と意欲を十分に持つこと。
運動を安全に行えるスポーツウエアとシューズの着用を義務付け
る。貴金属は身に付けない。
用具の使用方法と管理について，自他の安全に十分配慮すること。
気温・湿度などの環境に対応して，タオル，飲料物などの持参は
可とする（詳細はガイダンスにて）。
健康診断を受診していること。
準備学習（予習・復習等）の内容
体調の管理、ウォームアップ、クールダウン、ルールの確認につ
いて、各自準備等しておく
教科書
特に無し
参考書
授業中にプリントを配布する。
成績評価の方法
平常点（学習への意欲や受講時の態度）50点
レポート（ルールと審判法について）20点
実技テスト（基本的な技能および総合的な技能について）30点
以上 100点中，60点以上で単位を与える。
その他
質問等は，授業開講時間前後に体育館教員室まで。
・オフィスアワー：最初の講義で指示する
・連絡先：最初の講義で示す

名

スポーツ実習Ⅱ（26）

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 II は１年次の秋学期以降に各学年に設定され，年
間に異なる種目なら複数履修することができる。種目は選択制で，
初心者から競技経験者までを対象に，各技能・体力レベルに応じて，
初心者初級者には基本的技能の獲得をベースに，経験者には，応用
的，実戦的な技能の獲得を目指す。食糧生産・環境コースは，学習
目標のＧに対応する科目である。
本授業の達成目標としては，バスケットボールの総合的技能の習
得とゲームの運営能力の獲得にあり，そのために実戦的な個人的技
術・集団的戦術の習得，ルールや審判法の理解と実践が課題となる。
《授業の概要》
授業では，ゲームを通しての総合的な技能の獲得をより高めるた
めに，十分なゲーム時間や基本的技能における運動量を設定してい
る。また，技能・体力・性差を考慮しながらのチーム編成とゲーム
の運営を行う。

目

単位数
1単位

担当者
片瀬

文雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
スポーツ実習 II は１年次の秋学期以降に各学年に設定され，年
間に異なる種目なら複数履修することができる。種目は選択制で，
初心者から競技経験者までを対象に，各技能・体力レベルに応じて，
初心者初級者には基本的技能の獲得をベースに，経験者には，応用
的，実戦的な技能の獲得を目指す。食糧生産・環境コースは，学習
目標のＧに対応する科目である。
本授業の達成目標としては，６人制バレーボールの総合的技能の
習得とゲームの運営能力の獲得にあり，そのために実戦的な個人的・
集団的技術戦術の習得や，ルールや審判法の理解と実践が課題とな
る。
《授業の概要》
授業では，ゲームを通しての総合的な技能の獲得をより高めるた
めに，十分なゲーム時間や基本的技能における運動量を設定してい
る。また，技能・体力・性差を考慮しながらのチーム編成とゲーム
の運営を行う。
授業内容
第１回 ａのみ：イントロダクション（スポーツ実習Ⅱとは 成績
の評価方法・受講上の注意点について）
第２回 バレーボールの特性の理解と，安全面の注意，基本的なウ
オーミングアップと運動動作の確認
第３回 簡易ゲームによる基本的な個人技能の確認（パス・レシー
ブ・サーブ・スパイク）
第４回 パスとレシーブ技能の習得 アンダーハンド，オーバーハ
ンド，ワンハンド，フライングなど
第５回 サーブ技能の習得 フローター，ドライブ，ジャンプサー
ブなど
第６回 守備的技能の習得 サーブカットやポジションの理解とリ
ベロの役割
第７回 セッターの役割とトス技能の習得 直上，オープン，バッ
ク，クイックトス
第８回 アタック技能の習得 I オープンスパイク，速攻
第９回 アタック技能の習得 II バックアタック，フェイントとな
ど
第10回 ブロック技能の習得 ブロッカーの役割，ブロックのタイ
ミングや位置など
第11回 ゲームによる総合的技能の習得 I ゲームにおけるルール
の理解と審判の実践
第12回 ゲームによる総合的技能の習得 II セッターを固定しない
ゲームプランと実践
第13回 ゲームによる総合的技能の習得 III セッターを固定した
ゲームプランと実践
第14回 バレーボールのまとめ（学習者の運営によるチーム対抗戦）
履修上の注意
授業に取り組む姿勢と意欲を十分に持つこと。
運動を安全に行えるスポーツウエアとシューズの着用を義務付け
る。貴金属は身に付けない。
用具の使用方法と管理について，自他の安全に十分配慮すること。
気温・湿度などの環境に対応して，タオル，飲料物などの持参は
可とする（詳細はガイダンスにて）。
健康診断を受診していること。
準備学習（予習・復習等）の内容
体調の管理、ウォームアップ、クールダウン、ルールの確認につ
いて、各自準備等しておく
教科書
特に無し
参考書
授業中にプリントを配布する。
成績評価の方法
平常点（学習への意欲や受講時の態度）50点
レポート（ルールと審判法について）20点
実技テスト（基本的な技能および総合的な技能について）30点
以上 100点中，60点以上で単位を与える。
その他
質問等は，授業開講時間前後に体育館教員室まで。
・オフィスアワー：最初の講義で指示する
・連絡先：最初の講義で示す
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科目ナンバー：(AG)HES943J
科

目

名

単位数

スポーツ実習 Ⅲ

1単位

科目ナンバー：(AG)HES121J
担当者
加納

科

明彦

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
スキーの学外集中授業です。実習期間は2023年２月１日～４日（３
泊４日），実習地は菅平高原スキー場です。授業は3回の事前学習
とゲレンデ実習で構成されています。なおゲレンデ実習は，履修者
のスキー技能レベルに応じた班別講習を行います。
《到達目標》
履修者のレベルに応じた講習を行い，スキー技能の向上を目指し
ます。また，スキーに関する知識を身に付け，大自然の中で身体を
動かすことの爽快感を体験することで，生涯スポーツとしてのス
キーを実践する能力を養うことを目標とします。また，学外で行わ
れる唯一のスポーツ実習であることから，ゲレンデや宿舎での集団
生活におけるマナーを養うことも重要であると考えます。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＧに
対応する科目です。
授業内容
第１回 a：事前学習（イントロダクション）
第２回：事前学習（実習の概要説明）
第３回：事前学習（スキー用具とスキー技能）
第４回：班分け，スキー用具の取り扱い方，歩行，登行，方向転換，
転び方
第５回：ゲレンデにおけるマナー，ゲレンデ実習（止まり方，曲が
り方，転び方）
第６回：ゲレンデ実習（プルークボーゲン）
第７回：ゲレンデ実習（シュテムターン）
第８回：ゲレンデ実習（直滑降，斜滑降，スケーティング）
第９回：ゲレンデ実習（初歩のパラレルターン）
第10回：ゲレンデ実習（洗練のパラレルターン）
第11回：ゲレンデ実習（急斜面・緩斜面の滑走）
第12回：ゲレンデ実習（こぶの滑り方）
第13回：ゲレンデ実習（総合滑走）
第14回：ゲレンデ実習（総合滑走）
＊講義内容は必要に応じて変更する事があります。

履修上の注意
４月の健康診断を受けて下さい。
３泊４日の日程全てが授業である，という心構えで履修して下さ
い。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：スキー技術について，参考書（「スキー教本」大学スキー
研究会編）等で調べておいてください。
教科書
印刷資料を配布します。

目

名

単位数

運動学
（1）

2単位

担当者
多賀

恒雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本講義の目的は運動を効果的にかつ安全に実施するための科学的
知識を理解することにある。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣに
対応する科目である。
《授業の概要》
骨格筋の構造や働き，骨格筋へのエネルギー供給機構，運動調節
の仕組みおよび運動の学習理論について解説する。
授業内容
１．イントロダクション・運動学とその領域
２．ヒトの機能と体力
３．骨格筋の働きと収縮様式および出力特性
４．筋繊維の特性とその可塑性
５．ウェートトレーニングと筋力作り
６．エネルギー供給系と身体運動
７．エネルギー供給と栄養素
８．エネルギーの回復過程
９．運動による消費エネルギー
10．体温調節と熱中症
11．神経系の構造と機能
12．運動制御
13．運動学習の理論
14．運動学習指導の展開

履修上の注意
運動の科学的側面に興味を持って受講すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
運動器の働きについて理解しておくこと。
教科書
特に指定しない。
参考書
『健康科学としての運動生理学』中原凱文他（文化書房博文社）
『選手とコーチのためのスポーツ生理学』エドワード・フォック
ス著，朝比奈一男監訳（大修館書店）
『運動指導の心理学』杉原隆（大修館書店）

参考書
「スキー教本」大学スキー研究会編
成績評価の方法
実技試験，平常点・実習への取り組み方によって総合的に評価し
ます。

成績評価の方法
定期試験により評価する

その他
保健体育第 II 研究室（３号館411号室）
オフィスアワー：月曜12：30〜13：30
E-mail: aki@meiji.ac.jp

その他
オフィスアワーは別途指示します。
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科目ナンバー：(AG)HES121J
科

目

名

単位数

運動学
（2）

2単位

科目ナンバー：(AG)HES121J
担当者
加納

科

目

名

健康科学
（1）

明彦

単位数
2単位

担当者
加納

明彦

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
運動を習慣的に行う事によって体組成（筋，脂肪，骨）は変化し
ます。
「筋力を高めるためには」
，
「余分な体脂肪を減らすためには」，
「骨を丈夫にするためには」といったテーマに対して，どのような
トレーニングが効果的であるかを運動生理学や運動力学の観点から
明らかにしていきます。また，スポーツにおける熟練者と未熟練者
の動作の違いをバイオメカニクス的分析から明らかにします。一流
選手は「速く走る」，「遠くへ跳ぶ」，「速いボールを投げる」ために
どのような動作を行っているのかを解説するとともに，運動の巧緻
性における中枢神経の働きについても考えていきます。

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
日本人の死因別死亡割合をみると，約５０％が三大生活習慣病（悪
性新生物，心疾患，脳血管疾患）で占められています。メタボリッ
クシンドローム対策と共に，これらの予防法を考えます。また人類
を脅かす感染症（新型コロナや AIDS）に対する理解を深める事や，
ストレス社会にけるストレスとの上手な付き合い方なども論じてい
きます。
《達成目標》
健康管理のために必要な知識や実践方法を習得するとともに，健
康に関するエビデンスを理解する能力を養う事を目標とします。

《達成目標》
運動することが身体に及ぼす影響や，スポーツ・パフォーマンス
を科学的に捉えて理解する能力を養うことが本講義の目標です。

農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣに
対応する科目です。

農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣに
対応する科目です。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業内容の概略と受講の仕方）
第２回：骨の生理学（太くて丈夫な骨を作る）
第３回：筋の生理学 （１）（随意最大筋力と筋線維タイプ）
第４回：筋の生理学 （２）（絶対筋力と神経系機能）
第５回：筋力トレーニング（トレーニングの原則〜最新のトレーニ
ング法）
第６回：サルコペニア（筋力の加齢変化）
第７回：体脂肪の生理学（脂肪細胞増減のメカニズム，白色・ベー
ジュ・白色脂肪細胞）
第８回：運動と体脂肪（余分な体脂肪を減らすための exercise）
第９回：持久力の生理学（トレーニング方法と生理学的効果）
第10回：運動と脳（動きの巧みさと脳の働き）
第11回：
「速いボールを投げるには」，「速く走るためには」
（バイオ
メカニクス的分析から）
第12回：栄養と運動（トレーニング効果を高める栄養摂取）
第13回：ストレスと運動（運動でストレスに勝つ）
第14回：運動がもたらす身体からのメッセージ物質（筋，脂肪，骨
から分泌される生理活性物質）
＊講義内容は必要に応じて変更する場合があります。
履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業内容について事前に参考書等で調べておいてください。
授業時に配布したプリントの内容を，説明できるように復習して
おいてください。
教科書
プリントを配布します。
参考書
「21世紀のフィットネス・デザイン―スポーツ科学に基づく健康・
体力づくり」（文化書房博文社）中原凱文・角田直也編著
成績評価の方法
定期試験により評価します。
その他
保健体育第 II 研究室（３号館４階411号室）
オフィスアワー：火曜日12：30〜13：30
aki@meiji.ac.jp

授業内容
第１回 a：イントロダクション（授業内容の概略と受講の仕方）
第２回：ライフサイクルと健康（健康問題を年齢との関係から考え
る）
第３回：生活習慣病とは（三大生活習慣病の概要）
第４回：体内の脂肪（皮下脂肪，内臓脂肪，血中脂質）
第５回：メタボリックシンドローム（内臓脂肪が健康に及ぼす影響）
第６回：肥痩関連遺伝子（消費エネルギーの構成要素との関係）
第７回：栄養としての脂肪（飽和脂肪酸，不飽和脂肪酸，トランス
脂肪酸）
第８回：大腸がん（原因と予防法）
第９回：胃がん（原因と予防法）
第10回：肺がん，子宮頸がん（原因と予防法）
第11回：ストレスと健康（ストレスが免疫に及ぼす影響）
第12回：ストレス耐性を高める（運動と栄養）
第13回：感 染症（新型コロナから学ぶこと）AIDS の基礎知識と人
権問題
第14回：健康に生きて行くために（まとめ）
＊講義内容は必要に応じて変更する場合があります。

履修上の注意
自分の健康診断の結果や体脂肪率などを把握しておいてください。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：次回の授業内容について事前に参考書等で概要を把握してお
いてください。
復習：授業時に配布したプリントの内容を，説明できるように復習
しておいてください。
教科書
プリントを配布します。
参考書
「21世紀のフィットネス・デザイン―スポーツ科学に基づく健康・
体力づくり」（文化書房博文社）中原凱文・角田直也編著
成績評価の方法
定期試験により評価します。
その他
保健体育第 II 研究室（３号館４階411号室）
オフィスアワー：月曜12：30〜13：30
aki@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)HES121J
科

目

名

健康科学
（2）

単位数
2単位

担当者
多賀

恒雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本講義の目的は健康を単に維持していくということばかりではな
く，さらに上の段階へと高めていく方策を考えることにある。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣに
対応する科目である。
《授業の概要》
主に生活習慣病を題材として，生活環境の中に潜む健康阻害要因
を解説し，健康的なライフスタイルについて考察する。
授業内容
１．イントロダクション・健康とライフスタイル
２．健康の概念と個人の健康指標
３．健康と体力
４．集団の健康指標と我が国における健康状態の推移
５．生活習慣と健康―高血圧 （1） ―
６．生活習慣と健康―高血圧 （2） ―
７．生活習慣と健康―動脈硬化 （1） ―
８．生活習慣と健康―動脈硬化 （2） ―
９．生活習慣と健康―心疾患と脳血管疾患―
10．生活習慣と健康―糖尿病―
11．生活習慣と健康―悪性新生物―
12．AIDS
13．運動と健康
14．運動処方

履修上の注意
将来の健康とライフスタイルとの関係について、強い意識を持っ
て受講すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
健康と身体活動との関係について理解しておくこと。
教科書
特に指定しない
参考書
『運動処方』池上晴夫（朝倉書店）
『21世紀のフィットネス・デザイン』中原凱文他（朝倉書店）
成績評価の方法
定期試験により評価する
その他
オフィスアワーは別途指示します。
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ゼミナール

総合科目
総合科目ゼミナール

科目ナンバー：(AG)IND412J
科

目

名

人文科学ゼミナール
（哲学）

単位数
4単位

科目ナンバー：(AG)IND412J
担当者
長田

科

蔵人

授業の概要・到達目標

授業内容

＊ 下記の内容は扱われるテーマの事例であり，そのほかにも参加
者が自由にテーマを提案できます。
【春学期】
第1回 a のみ : イントロダクション ― 進め方とテーマについて
第2回 プロフィールを偽った作家が与えた感動は本物か？ （１）
第3回 プロフィールを偽った作家が与えた感動は本物か？ （２）
第4回 家畜を育てさせて食べさせるのは正しい食育か？ （１）
第5回 家畜を育てさせて食べさせるのは正しい食育か？ （２）
第6回 自殺はつねに悪か？ （１）
第7回 自殺はつねに悪か？ （２）
第8回 普遍的な「美しさ」は存在するか？ （１）
第9回 普遍的な「美しさ」は存在するか？ （２）
第10回 ロボットに権利は認められるべきか？ （１）
第11回 ロボットに権利は認められるべきか？ （２）
第12回 差別とは何か？ （１）
第13回 差別とは何か？ （２）
第14回 総括
【秋学期】
第1回 a のみ : イントロダクション ― 進め方とテーマについて
第2回 芸術は公的資金によって助成されるべきか？ （１）
第3回 芸術は公的資金によって助成されるべきか？ （２）
第4回 ヘイト・スピーチとは何か？ （１）
第5回 ヘイト・スピーチとは何か？ （２）
第6回 殺人はつねに悪か？ （１）
第7回 殺人はつねに悪か？ （２）
第8回 自 動運転の自家用車が起こした事故の責任は誰が取るの
か？ （１）
第9回 自 動運転の自家用車が起こした事故の責任は誰が取るの
か？ （２）
第10回 人権とは何か？なぜそれは守られるべきなのか？ （１）
第11回 人権とは何か？なぜそれは守られるべきなのか？ （１）
第12回 人は必ず働くべきか？どのように働くべきか？ （１）
第13回 人は必ず働くべきか？どのように働くべきか？ （２）
第14回 総括

履修上の注意

自明と思われる自分たちの考え方が，どのような基礎の上に成立
しているのか，既存の「思考の枠組み」に対する問題意識を持つこ
とを心がけてください．

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に渡された資料やテクストの指定箇所をあらかじめ通読して
おくこと。
また授業後も扱われた箇所を再読し，自分なりの考えや疑問点を
整理して中間・期末レポートに備えるように。

教科書
特に使用しない。必要な資料は授業中に配布する。

参考書

石井洋二郎，藤垣裕子，
『大人になるためのリベラルアーツ』
（東
京大学出版会，2016年）
児玉聡，
『実践・倫理学 ― 現代の問題を考えるために』
（勁草書房，
2020年）

成績評価の方法

中間レポート40％， 期末レポート60％
連絡先 :
研究室 :

kurandoo@meiji.ac.jp
哲学研究室 （3号館4階

名

人文科学ゼミナール
（文章表現）

単位数
4単位

担当者
松下

浩幸

授業の概要・到達目標

《授業の概要》
この講義では，日常生活上のちょっとした疑問から学問的なテー
マまで，さまざまなレベルで生じる大小の問題を掘り下げ，仲間と
の議論を通じて，自分や他者がどのような価値観や考え方に基づい
て生きているのかを捉え直すことが目指される。
それは，自分の判断を知らぬまに一定の方向に導いている「思考
の枠組み」の存在に気づく，つまり「おのれ自身を知る」というこ
とであり，また，他者の思考や感情に対する洞察力と寛容さを身に
着ける，ということであもる。
当然のこととして素通りしている思考を当然視せず，なぜそのよ
うに考えられるのか，他にどのような考え方がありうるのかを問う
ことで，柔軟な思考力と他者の立場に対する理解力を養いたい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の F
に対応する科目である。
《到達目標》
（１） 自
 発的な問題意識に基づく「問いの発見」から考察を進めるこ
とにより，主体的・自立的な思考力を身に付ける。
（２） 討
 論における他者との意見交換を通じて，問題に対するより深
い理解と多角的な視点を身に付ける。

その他

目

401号室）

読む・書く・考える
―Japan Studies 日本の〈社会〉と〈文化〉をめぐって―
春学期は日本社会と文化についての代表的なテキストを読み，書
評の書き方を通して文章作成の技術を学ぶ。
また、夏休みにはフィールド・ワークによる取材実習を予定してい
る。
秋学期には各自が設定したテーマによって研究・調査を行いレ
ポート作成を行う。そして、年度末には研究の成果を文集にまとめ
る。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＦに
対応する科目である。
授業内容
【春学期】
〔第１回〕 イントロダクション・履修上の注意点と授業計画について
〔第２回〕 昨年度のゼミ文集を読む
〔第３回〜第７回〕 読書会   ①梅棹忠夫『文明の生態史観』(中公文
庫)
〔第８回〕 書評の合評会・その１
〔第９回〜第１３回〕 読書会 ②李御寧『「縮み」志向の日本人』(講談
社学術文庫 )
〔第１４回〕 書評の合評会・その２
【夏休み】 フィールド・ワーク「東京と富士山」
参考図書：『東京グローバル散歩』（山川出版社）
『富士山文化――その信仰遺跡を歩く』(祥伝社新書 )
『現代思想 特集：富士山と日本人 自然・文化・信仰』
2013年10月号 ( 青土社）
【秋学期】
〔第１回〕 イントロダクション・秋学期の授業計画について
〔第２回〜第３回〕 取材実習の成果を文章化する
〔第４回〜第８回〕 インタビューの仕方，メモの取り方，文章作成
の練習
                        参考図書：加藤秀俊『取材学―探求の技法』（中
公新書）
〔第９回〜第12回〕 取材のための計画を立てる
〔第13回〜第14回〕 各 自のテーマ発表を行う ＋ゼミ文集の作成を
行う。
※扱うテキスト等は、都合により変更することがある。
履修上の注意
１年間履修は３年生・４年生ともに可能。１年間のみの履修は２
単位。
２年間履修は４単位、さらにゼミナール論文を履修すればプラス
４単位＝８単位。（２年間履修は３年生のみ可能）
初回の授業で履修の仕方や授業の進め方について詳しく説明する
ので，履修者希望者は必ず出席すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習―課題の図書を読み、各自のコメントを準備する。
復習―議論の内容をまとめ、
疑問点等を整理し、
次回の授業に備える。
教科書
「授業内容」に記した通り。
参考書
大久保喬樹『日本文化論の系譜』
（中公新書）
樺島忠夫『文章術―「伝わる書き方」の練習』
（角川 one テーマ
21）
上野千鶴子『情報生産者になる』
（ちくま新書）
花村太郎『知的トレーニングの技術』（ちくま学芸文庫）
永江  朗『インタビュー術！』（講談社現代新書）
野村  進『調べる技術・書く技術』（講談社現代新書）
関満  博『現場主義の知的生産法』（ちくま新書）
猪瀬直樹『猪瀬直樹著作集 日本の近代』（全12巻 小学館）
沢木耕太郎『沢木耕太郎ノンフィクション』（全9巻 文藝春秋）
大宅壮一文庫編『大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録』
成績評価の方法
発表及びレポート作成によって，総合的に行う。
その他
オフィスアワー
月曜日 13：00〜14：30
研究室・第一校舎３号館402号（日本語研究室）
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科目ナンバー：(AG)IND412J
科

目

名

外国文化ゼミナール
（英語）
（1）

科目ナンバー：(AG)IND412J

単位数

担当者

科

4単位

樋渡さゆり

授業の概要・到達目標
「風景で読む英文学」
≪授業の概要≫
自然・風景・言語をキーワードとして視聴覚資料を参照しつつシェ
イクスピア、W. ワーズワス、T.S. エリオットらの文学作品を楽しみ、
自然観の変遷を追います . 歴史上の重要な参照点として、科学者で
あり著述家でもあるアイザック・ニュートンとチャールズ・ダーウィ
ンの著作を取り上げます . 資料を講読し、改めて一言語としての英
語の特徴を理解します .
≪到達目標≫
言語文化的な面から文化の諸相を理解する視点を身につけます .
英文学の言語表現の特徴と風土的，社会的，思想的背景を考え，現
代の身近な文化を意識化します .
ディスカッションやプレゼンテーション、課題提出、そしてフィー
ドバックをとおして、主体的に思考し、意見を発信できるようにな
ることを目指します .
農学科食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＡ・Ｆ
に対応する科目です .
授業内容
クラスウェブを補助的に使用します .
≪春学期≫
第1回：b のみ : イントロダクション
第2回から第13回まで、毎回テキストを講読します .
第14回：a,b とも：まとめ
≪秋学期≫
第1回：b のみ：秋学期イントロダクション
第2回から第13回まで、毎回テキストを講読します .
第14回：a,b とも：まとめ

目

名

外国文化ゼミナール
（英語）
（2）

単位数

担当者

4単位

リサ, ヴォート

授業の概要・到達目標
The purpose of this seminar is threefold. The first objective is to
improve students’understanding of global issues relating to Japan
in our interdependent world currently enveloped in a tide of uncertainty. The second is to gain a deeper sense of media literacy
by developing a critical eye, digging for sources, finding hidden
agendas or intentions, and evaluating persuasion techniques. The
third is to enlarge students’English vocabulary and communication skills. The ultimate aim of this seminar is for each student to
grasp that it is not what we get but rather who we are and what
we contribute that makes the difference.
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＦに対
応する科目である。
授業内容
Students will be responsible for choosing their own area of interest and to study, analyze and present to the seminar group results
of their inquiry. Each meeting will consist of student-led discussions in which everyone must participate. An emphasis will be
placed on the acquisition of vocabulary and the broadening of horizons. Ideally, each meeting will be conducted in English, however,
depending upon the circumstances some Japanese will be used.

履修上の注意
Students are expected to come with a positive attitude and a
willingness to express themselves in English. An interest in social,
political, economic, and environmental issues is a must.
準備学習（予習・復習等）の内容
Review Handouts.
履修上の注意
資料提示や連絡などにクラスウェブを利用しますので、履修を考
えている場合は早めに「仮登録」をしてください .
準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ指示された範囲のテキストを読んで出席のこと . 受講
後は内容をふりかえり、関心をもった事柄については積極的に調べ
るなどすると理解が深まります .
教科書
プリントまたは電子資料 . おもに英語文献を読み、補助的に日本
語文献を使用します .
参考書
随時クラスウェブに掲示 . 必要に応じて明治大学図書館のウェブ
による文献調査方法を学びます .
成績評価の方法
平常点（授業参加状況，課題提出など）60％、レポート・プレゼ
ンテーション40％.
その他
オフィスアワー： 英語第Ｉ研究室（第一校舎３号館４階）詳細
はクラスウェブに掲示 .
連絡方法はクラスウェブでお知らせします

教科書
No class textbook. Seminar content will be drawn from a variety
of sources, including the internet, newspapers, movies, magazines,
personal stories, and more.
参考書
None.
成績評価の方法
Grades will be decided on a balanced performance in the following areas:
1. Tardiness and attendance
2. Weekly participation, contribution, and attitude
3. Presentations
4. Final report
その他
Office Hours: You are welcome to drop by anytime. My official
office hours are 12:30-14:30 on Tuesday, Wednesday, and Thursday,
by appointment. If you’re an early bird, I am usually in my office
between 7:00 a.m. and 8:30 a.m., too. I am in Building 3, Room
315
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科目ナンバー：(AG)IND412J
科

目

名

外国文化ゼミナール
（英語）
（3）

単位数
4単位

科目ナンバー：(AG)IND412J
担当者
狩野

科

晃一

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標およびテーマ》
中世イギリスの抒情詩を読み、鑑賞するとともに、その時代的な
変遷、他言語文学からの影響などの考察を通して中世イギリス人の
世界観を垣間見る。そして自分の読みをもとにディスカッション、
プレゼンテーションを行う。
《授業の概要》
中世イギリス（古英語期〜中英語期）で書かれた様々なジャンル
の抒情詩（恋愛詩、政治詩、宗教詩、教訓詩など）を翻訳などを頼
りに鑑賞し、そこに詠われた世界に触れる。また近年、抒情詩研究
における説教文学との関連、写本研究の重要性が説かれ、書物文化
史の観点からも対象に迫る。
授業内容
春学期
第１回：イントロダクション、抒情詩とは何か。
第２回：英語、英文学の時代区分とその特徴１（古英語）
第３回：英語、英文学の時代区分とその特徴２（中英語）
第４回：古英語期の抒情詩１
第５回：古英語期の抒情詩２
第６回：古英語期の抒情詩３
第７回：中間のまとめ１（ディスカッション）
第８回：中英語期の抒情詩１
第９回：中英語期の抒情詩２
第10回：中英語期の抒情詩３
第11回：中英語期の抒情詩４
第12回：中英語期の抒情詩５、および説教文学
第13回：写本文化
第14回：中間のまとめ２（ディスカッション）
秋学期
第１回：春学期の復習と秋学期のイントロダクション（文献案内）
第２回：古ノルド語文学との関連
第３回：中世フランス語文学との関連
第４回：中世イタリア語文学との関連
第５回：時代別ディスカッション１（古英語）
第６回：時代別ディスカッション２（中英語）
第７回：テーマ別文献研究１
第８回：テーマ別ディスカッション１
第９回：テーマ別文献研究２
第10回：テーマ別ディスカッション２
第11回：テーマ別文献研究３
第12回：テーマ別ディスカッション３
第13回：プレゼンテーション１
第14回：プレゼンテーション２、まとめ
履修上の注意
色々な言語、文学形態、文化などに広く興味を持ち、広い視野で
物事を見る態度で参加してもらいたい。
準備学習（予習・復習等）の内容
イントロダクションおよび各回で事前に指定する文献を読み込ん
でくる。
教科書
特に使用しない。配布する資料に基づいて進める。

目

名

外国文化ゼミナール
（英語）
（4）

単位数
4単位

下永

裕基

授業の概要・到達目標
ことばの世界を“楽しむ”方法をさぐる
多くの日本人にとって、英語は初めて本格的に学ぶ外国語です。
そして外国語を学ぶにあたって、母語である日本語との「衝突」を
経験してきたはずです。この「衝突」を上手に克服し、楽しむこと
ができれば、母語にも外国語にも豊かさを見出すことができるで
しょう。このゼミナールでは、外国語としての「英語」はもちろん
のこと、個々の学生が関心をもつ諸言語 ―手話や点字の世界も含
みます― を材料とし、ことばにみられる共通の特性や、相違の受
け止め方などをさぐっていきます。
ことばに関心をもつ学生の参加を期待しています。日本語の世界、
英語の世界、場合によってはラテン語や日本手話などの世界を包括
的に捉えて、ことばを理解することの醍醐味を見出していくゼミ
ナールです。
授業内容
（提供）とはこちらから投げかけるヒントです。学生はそれに応じ
たり、あるいは自身の関心のある言語に関する情報の提供や解釈の
提示を各回に求められます。
＜春学期＞
第１回：（提供）言語の多様性のもつ意味１
第２回：（提供）言語の多様性のもつ意味２
第３回：（提供）母語（日本語）について１
第４回：（提供）母語（日本語）について２
第５回：（提供）母語（日本語）について３
第６回：（提供）母語と第二言語１
第７回：（提供）母語と第二言語２
第８回：（提供）ことばと文化１
第９回：（提供）ことばと文化２
第10回：（提供）「英語は簡単」は本当か？１
第11回：（提供）「英語は簡単」は本当か？２
第12回：（提供）手話の世界１
第13回：（提供）手話の世界２
第14回：（提供）夏休みの間の言語観察
＜秋学期＞
第１回：（提供）意味変化と語源
第２回：（提供）語源の世界１
第３回：（提供）語源の世界２
第４回：（提供）語源の世界３
第５回：（提供）語源の世界４
第６回：（提供）語源の世界５
第７回：（提供）英文法をつくった人々
第８回：（提供）英文法を壊す人々
第９回：（提供）言語にみられる変化１
第10回：（提供）言語にみられる変化２
第11回：（提供）言語にみられる変化３
第12回：（提供）言語にみられる変化４
第13回：１年を通しての議論から得たもの
第14回：ａ レポート提出
ｂ 提供資料とリアクションの総括
履修上の注意
辞書（電子辞書可）を必ず携帯してください。受講者は、言語（英
語・日本語・その他の外国語、手話、方言等）に高い関心を有し、
積極的に議論に参加できる人でなければなりません。
準備学習（予習・復習等）の内容
教員から投げかける素材をヒントにしつつ、ふだんから身の周り
の「ことば」をよく観察し、面白いと感じたことについては、「な
にが」「どのように」面白いと感じたかを表現できるようにしてい
てください。

参考書
Secular Lyrics of the XIVth and XVth Centuries, 2nd ed, R. H. Robbins
（ed.）,（Oxford. Clarendon P, 1955）
Medieval Lyric: Middle English Lyrics, Ballads, and Carols, John
Hirsh（ed.）,（Blackwell, 2005）
Medieval English Lyrics, T. Silverstein
（ed.）,（Faber, 1971）
Old and Middle English Poetry（Blackwell Essential Literature, 2002）

教科書
ハンドアウト教材を使用します。

成績評価の方法
授業中のディスカッション、プレゼンテーション（60％）、レポー
ト（40％）の相互評価とする。

成績評価の方法
平素のゼミナールにおける取組み・積極的参加50％
発表および期末レポート50％

その他
オフィス・アワー：金曜日・３時限目
英語第Ⅱ研究室（3号館4階3-404号室）

担当者

参考書
渡部昇一『英文法を撫でる』（ＰＨＰ新書）
織田哲司『英語の語源探訪』（大修館書店）
佐々木健一『辞書になった男』（文春文庫）
その他、必要に応じて紹介します。

その他
研究室は３号館４階３－４０５にある。
オフィスアワー  火曜 15:20～18:00、水曜 13:30～16:00
その他、在室時には可能な限り対応します。
連絡先 ysmeiji@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)IND412J
科

目

名

外国文化ゼミナール
（ドイツ語）

科目ナンバー：(AG)IND412J

単位数
4単位

担当者
辻

科

朋季

授業の概要・到達目標

《授業の達成目標及びテーマ》
【2022年度も開講することになりました】 ドイツおよびドイツ語圏
に関する歴史・文化・社会などの様々なテーマについて、学生が自
ら考え、調べ、意見を発表し、他の参加者と議論する場にするのが
目標です。またテーマ発表の準備を通して、学術研究の基礎的なプ
ロセス（問題の所在を明らかにする、先行研究など関連資料を探す、
自分なりの解釈を提示する、ハンドアウトを作成する、文献リスト
を作る）についても習得していきます。
《授業の概要》
基本的に、履修者の興味に沿ってテーマや講読テキストを選んで
いきたいと思います。過去の履修者が興味を持っていたテーマは次
の通りです：日独の大学制度の比較、トーマス・マンの『魔の山』
と映画『風立ちぬ』との関連、旧ユーゴスラヴィア（かつてのオー
ストリア領）の歴史、第一次世界大戦がヨーロッパに与えた影響、
日本における『第九』の歴史、ナチスドイツの環境政策・景観保護、
第二次世界大戦とドイツ、日本とドイツの外国人労働者問題の比較
など。またここ2年ほどは、日本とドイツのコロナウイルス感染状
況や対策の比較・検討もしています。
受講者には、各学期に調べたいテーマ（または書評をしたい本）
を一つ選んでもらい、その成果を発表してもらいます。その後、発
表についての質疑応答とディスカッションを行います。その他、関
連する映画の鑑賞なども予定しています。この科目は農学科食糧生
産・環境コースにおいては、学習・教育目標Ｆに対応する科目です。

授業内容

春学期
第1回：イントロダクション
第2回：どんなテーマに興味があるか、
履修者同士のブレインストー
ミング
第3回：ドイツの歴史と文化について（解説）
第4回：現代のドイツについて（解説）
第5回：ドイツの食文化について
第6回：ドイツの働き方や余暇の過ごし方について
第7回：ドイツにおけるコロナ感染状況について
第8回：発表とディスカッション （1）
第9回：発表とディスカッション （2）
第10回：発表とディスカッション （3）
第11回：ドイツ映画の鑑賞
第12回：映画についてのディスカッション
第13回：全体での討論
第14回 a のみ：今学期のまとめ
秋学期
第1回： イントロダクション
第2回：秋学期の発表テーマと担当決め
第3回：2022年前期のドイツを振り返る
第4回：関連文献の講読 （1）
第5回：関連文献の講読（続き）
第6回：関連文献の講読（続き）
第7回：発表とディスカッション （1）
第8回：発表とディスカッション （2）
第9回：発表とディスカッション （3）
第10回：映画鑑賞
第11回：映画についてのディスカッション
第12回：全体での討論
第13回：前回の続き
第14回 a のみ：今年度のまとめ

履修上の注意

3年次または4年次のみの1年間の履修も可能です。また学科の
専門のゼミ・研究室とも兼ねることができます。ドイツ語の知識は
必ずしも必要としないものの、あれば理解が深まるため、なるべく
授業と並行してドイツ語を受講したり、ドイツ関連の文献の講読を
したりするのが望ましいでしょう。
学生主導のゼミナールにしたいので、参加学生が何事にも好奇心
を持って自由に発言し、主体的に授業に取り組むことを期待します。

準備学習（予習・復習等）の内容

文献講読に当たっては、事前にプリントを配布するので、授業時
までに読んでくること。発表に当たっては、先行研究なども比較・
対照しつつ、自らが設定したテーマについての独自の視点を提示す
ることが求められます。

教科書
参考書

『ドイツの街角から』
、高橋憲著、郁文堂、2017年。
『知ってほしい国ドイツ』
、新野守広・飯田道子（編著）
、高文研、
2017年。

成績評価の方法
その他

研究室：第１校舎３号館４０７号室。オフィスアワー等は初回授業
時に伝えます。

名

外国文化ゼミナール
（フランス語）

単位数
4単位

担当者
高瀬

智子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
「フランス語を通して世界を見つめる」が今年度のテーマです。
日本語、英語のニュースに触れる機会は日常にもあるでしょう。地域、言
語によって「身近とされる文化」また、交流の深い他国もことなります。フ
ランス語圏に視点を置いてみると、世界はどのように見えるかを探求するこ
とで視野を広げるのがこのゼミの目的です。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＦに対応する
科目です。
《授業の概要》
春学期は、受講者自身がそれぞれフランス語のメディアから興味のある記
事をみつけ、その音読、読解を行います。読解を通して発音の確認を行い、
同時にフランス語で時事問題に触れ、知識を広げます。
秋学期は文化交流に関する講義に併せ、ディスカッションとグループ（ま
たは個人）のプレゼンテーションを中心に進めます。
また、ゼミナール実施の時点で公開されている映画、美術展などにも言及
する予定です。教室の中のみでなく、直接フランス語圏の文化に触れられる
ところに足を運ぶ機会を作ることをも計画しています。

授業内容
［第１回］ a
 イントロダクション 1. 2018年のフランス
「黄色いベスト」？
b アンケート / ディスカッション：フランス・フランス語のイメー
ジ
［第２回］ a イントロダクション 2. 日本の暦とフランスのカレンダー
b 扱いたいテーマについて考える
［第３回］ テーマ１
［第４回］ テーマ２
［第５回］ テーマ３
［第６回］ テーマ４
［第７回］ テーマ５
［第８回］ テーマ６
［第９回］ テーマ７
［第10回］ テーマ８
［第11回］ テーマ９
［第12回］ テーマ10
［第13回］ フランス語で自分について話す
［第14回］ a フランス語圏出身の大学生とのディスカッション（予定 / オン
ライン）
b まとめ
［第15回］ a イントロダクション
b プレゼンテーション：身近なフランスについて
［第16回］歴史の作られ方について
［第17回］日本で初めての外国語辞書はどこで作られたか？
［第18回］リヨンと横浜
［第19回］映画
「SILK」鑑賞
［第20回］産業交流と文化交流
［第21回］日本の近代国防の始まりとフランス
［第22回］パリ万博とジャポニスム
［第23回］ 旅する画家 レガメ
［第24回］ もう1人の歌麿 ジャクレー
［第25回］ もう1人の広重 ヌエット
［第26回］ 日本初の女優 Sadayacco とは？
［第27回］ フランスから見た日本の姿
［第28回］ まとめ

履修上の注意
１年次にフランス語を履修していなくても支障はありませんが、時にフラ
ンス語を読むための努力が必要になります。
ゼミナールの授業は受講者のみなさんの積極的な参加によって成立するもの
です。
欠席が授業回数の３分の１を超過すると，原則として単位取得はできませ
ん。
「ゼミナール」は通年科目ですので，半期のみの履修はできません。注意
して下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容
春学期の授業では、前半にディスカッションをします。
秋学期は受講者によるプレゼンテーションを実施しますので、担当する時
には準備が必要です。

教科書
Web 上に公開されている、動画・記事を使用予定

参考書
『現代フランスを知るための62章』三浦信孝 他 （明石書店）
『もっと知りたいフランス 歴史と文化を旅する5章』 斎藤広信・ベル
ナール・レウルス （駿河台出版社）
フランス語で読めるメディアのリンク
1jour 1 actu
https://www.1jour1actu.com/
20 minutes
https://www.20minutes.fr/
聞取り教材 TV5 Monde
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire

成績評価の方法
レポート：70％
平常点：30％

授業参加（50％）
、テーマ発表とレポート（50%）
。

目

その他
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科目ナンバー：(AG)IND412J
科

目

名

身体運動学ゼミナール
（1）

単位数
4単位

科目ナンバー：(AG)IND412J
担当者
加納

科

《到達目標》
身体運動やスポーツを科学的に捉える能力を養う事こと。健康を
管理する上で効果的な運動や食事のプログラムを作成・実践する能
力を養うこと。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＦに
対応する科目です。
授業内容
第１回 a：イントロダクション
（ゼミの進め方と受講の仕方について）
第２〜３回：テーマの解説（過去の卒論紹介と研究テーマの検討）
第４回：実験装置の使用方法（高速度ビデオカメラ）
第５回：実験装置の使用方法（フォースプレート）
第６回：実験装置の使用方法（筋電計）
第７回：実験装置の使用方法（超音波皮下脂肪厚計）
第８回：テーマの決定
第９〜10回：文献読み合わせ
第11回：予備実験の計画・準備
第12〜13回：予備実験
第14回：データ分析の方法・まとめ方
第1５〜1６回：本実験の計画・準備
第19〜21回：本実験
第22〜25回：本実験のデータ分析
第26〜28回：レポート作成・発表
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
運動学または健康科学を履修しておくことを望みます。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：授業で出題された課題について，文献等（授業時に指示）で
調べておいてください。
復習：前回授業に関する , 疑問点や発展的課題等を挙げてください。
教科書
特に定めません。

名

身体運動学ゼミナール
（2）

明彦

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
テーマは以下の２つです。
（1）「巧みな動きのメカニズムを明らかにする」
（2）「健康の自己管理法を検討する」
受講生は上記の２つのテーマの内，いずれかを選択します。
テーマ （1） では各種スポーツや走，跳，投などの基本動作を対象
にして，高速度ビデオカメラによる動作分析や床反力・筋電図の測
定を行って，「ヒトの巧みな動きのメカニズム」を明らかにします。
なお研究対象とする運動は受講生個々が興味を持っているものとし
ます。
テーマ （2） では運動・トレーニングや食事のプログラムを作成・
実践します。その際，体重，体脂肪率，皮下脂肪厚，骨密度，筋力
などの測定を行ってその効果を検討します。

目

4単位

担当者
多賀

恒雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本ゼミナールは運動のパフォーマンスに影響を与える変数を検討
することを目的とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＦに
対応する科目である。
《授業の概要》
運動のパフォーマンスに変化を与える要因を検討していく。
授業内容
１．運動のパフォーマンスに影響をおよぼす変数についての解説
２〜３．テーマの決定
４〜７．文献収集
８〜10．文献の読み合わせ
11〜12．予備調査
13〜14．予備調査の検討
15〜16．本調査
17〜19．本調査の検討
20〜27．レポート作成
28．発表
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意
運動学の単位を修得していること
準備学習（予習・復習等）の内容
検討すべき内容について調べておくこと。
教科書
特に使用しない。
参考書
テーマにより指示する

参考書
適宜，文献や資料を提示します。

単位数

成績評価の方法
レポートと平常点で評価する（配点：レポート50点，平常点50点）。
レポート課題は受講生の研究テーマに関するものとなります。

成績評価の方法
レポートにより評価する

その他
保健体育第 II 研究室（３号館４階411号室）
フィスアワー：月曜12：30〜13：30
E-mail アドレス：aki@meiji.ac.jp

その他
オフィスアワーは別途指示します。
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ここに記載されている科目は，複数学科に共通して設置されている専門科目の授業科目です。

複数学科

複数学科
設置科目

科目ナンバー：(AG)MAT191J
科

目

名

数学概論
（1）
(2)

科目ナンバー：(AG)BPH191J

単位数
2単位

担当者
梅田

科

授業内容
高等学校で行列を学習していない事を考慮し，２次・３次正方行
列で具体例を多く挙げて，掃き出し法や行列式とその応用等をわか
りやすく解説する。
第１回：行列の定義
第２回：行列の演算
第３回：掃き出し法
第４回：行列の階数
第５回：連立１次方程式
第６回：逆行列
第７回：行列式の定義
第８回：行列式の計算
第９回：行列式の性質
第１０回：余因子展開
第１１回：余因子展開による行列式の計算
第１２回：余因子展開と逆行列
第１３回：クラーメルの公式
第１４回：ａ：まとめ，ｂ：試験

名

物理学概論

典晃

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
大学教養程度の標準的な線型代数学の理解と，将来において様々
な分野へ応用できるような数学的なものの考え方や計算法の習得を
目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣに
対応する科目である。
《授業の概要》
線型代数学の基礎について講義をする。

目

単位数

担当者

2単位

小山 岳人

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
農学を含む各分野で用いられる実験装置は物理法則に従って動い
ており，その挙動を理解するためには物理の知識が必要です．また，
物理的なものの考え方は，様々な科学的な分野の背景にもなってい
ます．この授業では，物理学の基本分野である力学・熱力学・電磁
気学の各分野について，微分積分等の数学を用いてさまざまな量を
定量的に扱い、これにより緒概念を説明します．
《到達目標》
いろいろな物理現象は少数の基本的な原理から導けること，また，
それらの現象・原理の多くは数式で定量的に表されることを理解し，
実際にそれらを使いこなせるようになることを目標とします．農学
科食糧生産・環境コースにおいては，学習教科目標の C に対応す
る科目です．
授業内容
第１回：《イントロダクション》
《力学1》運動を表す物理概念
第２回：《力学2》運動の法則と力 / 万有引力と重力
第３回：《力学3》仕事とエネルギー/ エネルギー保存則
第４回：《力学4》力積と運動量 / 回転運動と角運動量
第５回：《力学5》剛体運動の基礎 / 振動
第６回：《波動学》波動 / 音と光
第７回：《熱力学1》圧力と仕事・内部エネルギー/ 温度と熱
第８回：《熱力学2》気体の性質とその法則 / 熱力学第１法則
第９回：《熱力学3》熱力学第２法則 / エントロピーと熱力学関数
第10回：《電磁気学1》静電場 / 電圧
第11回：《電磁気学2》電流 / 電気回路
第12回：《電磁気学3》電流と磁場
第13回：《電磁気学4》電磁誘導 / 交流回路・電磁波の基礎
第14回：《総合復習》

履修上の注意
この科目の履修に当たり，高校での物理または前期科目「物理学
基礎」といった講義を履修していることを期待しています．これら
の講義で現れた概念について，物理量を定量的に扱うため，数学を
用います．特に，ベクトル、三角関数、微分積分学の概念・計算を
用いて説明したり、問題を解いたりします .
履修上の注意
半期科目のため，講義内で演習に当てる時間が少ないので，各自，
教科書等の問題を解いておくようにすること。
準備学習（予習・復習等）の内容
数学は復習が大切なので，授業で扱った問題や、教科書の練習問
題などを自分で解いておくこと。
教科書
『やさしく学べる線形代数』石村園子

著（共立出版）

参考書
『線形代数学講義（改訂版）』，対馬龍司（共立出版）

準備学習（予習・復習等）の内容
講義では物理のいろいろな概念・法則が出てきます。その理解を
深めるため、講義の前に、配布される講義用スライドを資料に目を
通しておくとともに、教科書の対応箇所を読んでおいて下さい．そ
して講義後に内容の確認・補強のため、講義資料・教科書を参照し
てもらいながらレポートに取り組んでもらいます．
教科書
『楽しみながら学ぶ物理入門』山﨑耕三（共立出版）
参考書
『Essential 物理学』阿部龍蔵（サイエンス社）
『第5版 基礎物理学』原 康夫（学術図書出版社）
『物理学演習問題集』原 康夫・右近 修治（学術図書出版社）

成績評価の方法
定期試験100％で評価する。

成績評価の方法
定期試験60％，毎回講義後のレポート・授業貢献40％
総合点の60％以上を単位修得の条件とする．

その他
質問等で使う連絡先は最初の講義で示す。

その他
オフィスアワー： 授業時間の前後に講師控室にいます．
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科目ナンバー：(AG)BPH294J
科

目

名

物理学実験
（1）

科目ナンバー：(AG)BPH294J

単位数

担当者

科

1単位

奥出信一郎

目

名

物理学実験
（2）

単位数
1単位

担当者
鈴木

博実

授業の概要・到達目標
≪授業の到達目標およびテーマ≫
理科の数多くの基本原理や法則は物理学に基づいたものです。物
理学実験は、実験を通して原理、法則の「物理量」を測定したり、
「物理現象」を観察する実験科学です。この実験は種々の装置や器
具を操作しながら計測したり観察したりします。これにより、「計
測概念」、「単位系や精度」、
「計測方法」を学びます。また、物理量
の計測から私達の日常周辺で起こっている出来事が物理現象である
ことが理解できます。自動車もスマートフォンもパソコンも物理学
実験から誕生したと言っても過言ではないでしょう。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標のＣに
対応する科目です。
≪授業の概要≫
実験テーマは授業内容にある物理学全分野から選ばれています。

授業の概要・到達目標
≪授業の到達目標およびテーマ≫
理科の数多くの基本原理や法則は物理学に基づいたものです。物
理学実験は、実験を通して原理、法則の「物理量」を測定したり、
「物理現象」を観察する実験科学です。この実験は種々の装置や器
具を操作しながら計測したり観察したりします。これにより、「計
測概念」、「単位系や精度」、「計測方法」を学びます。また、物理量
の計測から私達の日常周辺で起こっている出来事が物理現象である
ことが理解できます。自動車もスマートフォンもパソコンも物理学
実験から誕生したと言っても過言ではないでしょう。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標のＣに
対応する科目です。
≪授業の概要≫
実験テーマは授業内容にある物理学全分野から選ばれています。

授業内容
第１回 イントロダクション・安全教育
第２回 長さ・体積の測定
第３回 面積の測定
第４回 密度の測定
第５回 重力加速度の測定
第６回 音速の測定
第７回 熱の仕事率（ジュール定数）の測定
第８回 レンズの焦点距離の測定
第９回 光の回折現象と光スペクトルの波長測定
第10回 等電位線（電流の可視化）と電位差測定
第11回 背景放射線量測定とβ線吸収量測定
この授業では、３・４限セットで１回と記載しています。

授業内容
第１回 イントロダクション・安全教育
第２回 長さ・体積の測定
第３回 面積の測定
第４回 密度の測定
第５回 重力加速度の測定
第６回 音速の測定
第７回 熱の仕事率（ジュール定数）の測定
第８回 レンズの焦点距離の測定
第９回 光の回折現象と光スペクトルの波長測定
第10回 等電位線（電流の可視化）と電位差測定
第11回 背景放射線量測定とβ線吸収量測定
この授業では、３・４限セットで１回と記載しています。

履修上の注意
高校・大学で物理学の授業を履修していると実験内容をより深く
理解できます。履修していない場合でも実験操作に支障をきたすこ
とはありませんので、安心して履修してください。
準備学習（予習・復習等）の内容
実験の原理について事前に予習しておくこと。

履修上の注意
高校・大学で物理学の授業を履修していると実験内容をより深く
理解できます。履修していない場合でも実験操作に支障をきたすこ
とはありませんので、安心して履修してください。
準備学習（予習・復習等）の内容
実験の原理について事前に予習しておくこと。

教科書
なし。プリントを配布。

教科書
なし。プリントを配布。

参考書
『六訂 物理学学実験』 吉田、武居編（三省堂）
『理科年表』東京天文台（丸善）

参考書
『六訂 物理学学実験』 吉田、武居編（三省堂）
『理科年表』東京天文台（丸善）

成績評価の方法
実験レポート（５０％）と平常点（実験への参加態度・貢献度
５０％）により評価します。

成績評価の方法
実験レポート（５０％）と平常点（実験への参加態度・貢献度
５０％）により評価します。

その他
土曜日の物理学実験と同じ内容です。どちらかを選択してくださ
い。
授業以外の時間帯で、対面での質問を希望する場合には、土曜日
担当の鈴木が受け付けます。
生物物理学研究室（６号館３階 ６－３０９ A 号室）に来てください。
オフィスアワーは特に指定しません。

その他
金曜日の物理学実験と同じ内容です。どちらかを選択してくださ
い。
質問などがあれば、生物物理学研究室（６号館３階 ６－３０９ A 号
室）に来てください。
オフィスアワーは特に指定しません。
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科目ナンバー：(AG)AGR151J
科

目

地学概論

名

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR154J
担当者
中村

科

授業内容
第１回：イントロダクション 太陽系と地球の概観 , 惑星形成
第２回：初期地球・分化
第３回：内部エネルギーとプレートテクトニクス , 火山
第４回：地震の基礎知識
第５回：自然の作用 , 地形形成
第６回：外部エネルギー, 大気
第７回：海洋 , 大気海洋相互作用
第８回：地球生命史1（生命誕生と生物進化）
第９回：地球生命史2（大気進化 , スノーボールアース）
第10回：地球生命史3（上陸）
第11回：大量絶滅1（P/T）大量絶滅2（K/T）
第12回：気候変動
第13回：人類進出
第14回：サンゴ礁から見る地球環境 , 将来予測

名

地学実験
（1）
(2)

修子

授業の概要・到達目標
太陽系の惑星 地球は , 誕生から46億年もの間ダイナミックに活動
を続けている . その地球に生命が誕生し , 地球環境と生物は互いを
変化させあう共進化の途上にある . 自然界の一生物種として人間が
この惑星に生きるとき , 地球環境を理解し認識することは重要であ
る.
講義前半では , 生物の活動の舞台となる地球の成り立ち , 大気・
海洋・地殻の形成と進化 , それらの相互関係を俯瞰し , 1つのシス
テムとして「地球環境」を捉えることを目標とする . 後半は生命進
化を軸に地球史を辿り , 相互にどのように関係し影響を及ぼしてき
たかを探る .
現在直面する気候変動問題を通しサイエンスと社会の繋がりにつ
いても目を向けたい . 人間社会中心の視点から離れ , グローバルな
時空間スケールで物事を捉え , 自然界におけるヒトの立ち位置を見
つめたい .
本講義は農学科の基礎科目で , 食糧生産・環境コースにおいては
学習・教育目標の A および C に対応する科目である .

目

単位数
1単位

担当者
倉本・菅野・
小島・登尾・
服部・矢崎・
佐藤

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
地学は，地球を取り巻く様々な現象を取り扱う基礎的学問である。
その分野は広く，天文学，気象学，地質学，地形学，土壌学，陸水
学，海洋学などに及ぶ。農業も地学分野と無関係には成立していな
い。地学実験では，広範囲に及ぶ基礎学の中から分野を選び，農業
と自然（服部），自然のなりたち（倉本），土壌の性質（登尾・佐藤），
気象（矢崎），地盤と水の関係（小島），岩石の性質（菅野），地図
と地形（佐藤）について，実験，実習，観察を行う。
《到達目標》
身近な現象についての関心を広げ，理解を深めることを目的とす
る。
農学科の食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＣ・
Ｄ・H に対応する科目である。
授業内容
第1回 a イントロダクション （担当教員全員）
b 農学と自然の関わり，レポートの書き方・安全教育 （服
部・佐藤）
第2回 丘陵地の自然 （倉本・佐藤）
第3回 土壌水分保持と土壌の硬さ （春学期：登尾・佐藤，秋学期：
佐藤）
第4回 地盤の安定 （小島・佐藤）
第5回 地形図の読み方 （佐藤）
第6回 岩石・鉱物の種類と性質 （菅野・佐藤）
第7回 生田キャンパス内の気象観測 （矢崎・佐藤）
※実験の内容・順番・担当者は変更することがあります。
※天候によって実験の内容を変更することがあります。
※３・４限セットで１回と記載しています。

履修上の注意
履修前提科目・同時履修が望ましい科目は特になし . 高校での地
学履修歴は不問です .
地球科学は物理・化学・生物を包括しますが , 丁寧な解説をする
ので特に心配ありません .
準備学習（予習・復習等）の内容
講義資料 PDF は事前に Oh-o!Meiji に掲載します . 各自ダウン
ロード・印刷して準備すること .
予習は特に必要ないが , 課題を通して講義のポイントを掴んでほ
しい
教科書
講義は基本的にパワーポイント資料で行う（PDF をダウンロー
ド・配布資料とします）
自身の学習用としての教科書／参考書には以下を推奨します
惑星地球の進化 松本良・浦辺徹郎・田近英一 放送大学教育振
興会 ISBN978-4-595-31447-6 C1344
参考書
・はじめて学ぶ大学教養地学 杉本憲彦・杵島正洋・松本直記 慶
応義塾大学出版会
・地球・惑星・生命 日本地球惑星科学連合編 東京大学出版会
・地球惑星科学（全14巻）岩波書店
ほか多数 , 授業でも紹介します . 興味あるものから手に取ってみて
ください
成績評価の方法
講義でのアンケート課題（出欠を兼ねる）, および期末試験 / レ
ポートにて評価する
試験形態については状況により変更あり . 決まり次第連絡します
その他
質問・連絡・要望などは課題提出フォームで受付け , 対応します .

履修上の注意
実験に支障がでるので遅刻をしないこと。実験の予定を変更する
ことがあるので事前の連絡に注意すること。教職等の実習で，欠席
が予定される場合には，欠席をしなくてもよい年次で履修すること
が望ましい。農学科の学生は，「地学概論」「土壌学」「緑地学入門」
「生産環境学入門」等を履修し，理解を深めていくことを望む。
秋学期履修の学生も必ず春学期に履修登録をすること。秋学期の
追加履修は認めない。
実験室の大きさの都合上，春・秋学期各８４名を上限とし，超過し
た場合は抽選等により，少ない方の期に振り分けを行う。但し，教
職課程３，４年生の希望を優先する。履修者が定員を超過しそうな
場合には，説明会を実施します。Oh.o!Meiji を通じて案内をするの
で、必ず出席すること。欠席した学生の履修は認めないので注意す
ること。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業中の指示に従ってレポートの作成をすること。
教科書
適宜プリントを配布する。
参考書
必要に応じて講義内で提示する。
成績評価の方法
レポート70％，実験に取り組む姿勢30％とする。 レポートが課
されている実験では、レポートの提出のない場合は出席と認めない。
その他
オフィスアワー
倉本 応用植物生態学研究室 4-213Ａ 金12：45－13：15
矢崎 環境気象学研究室
4-308Ａ 水12：45－13：15
登尾 土地資源学研究室
4-215Ａ 月12：30－13：20
小島 水資源学研究室
4-304Ａ 水12：30－13：20
菅野 環境デザイン研究室
4-306Ａ 木12：30－13：20
服部 地域環境計画研究室
4-214A 木12：30 - 13：20
佐藤
6-402 水12：40－13：20
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科目ナンバー：(AG)CBI331J
科

目

名

実験動物学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)PHY341J
担当者
多田

科

授業内容
第１回：a: イントロダクション（実験動物学とは）
b: 実験動物学（実験動物科学）及び動物実験の定義と生命
科学としての位置づけ
第２回：実験用動物の分類，微生物及び遺伝的統御からみた実験動
物の分類
第３回：動物実験の適正な実施法と動物実験成績のヒトへの外挿法
第４回：動物実験の倫理
第５回：比較遺伝学（遺伝と育種）
第６回：繁殖生理学
第７回：発生工学、遺伝子改変動物の作製と病態解析法
第８回：飼育管理学
第９回：実験動物施設
第10回：疾病学
第11回：微生物モニタリングと実験動物授受における微生物学的ス
テータス
第12回：比較実験動物学
第13回：関連法規及び動物実験法
第14回：a のみ：まとめ
履修上の注意
講義内容は，一応，指定した教科書を参考にしているが，各講義
の内容をまとめたものを資料として，Oh-o! Meiji web にて公開し
ているので，各自でダウンロードして使用すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義内容がかなり広範に渡っているので，事前にダウンロードし
た資料に目を通して、予習すると共に、毎回の講義後は，必ずノー
トを整理し，自分なりにまとめ，復習しておくことが肝要である。
また、講義中、不明な点があった場合は、積極的に質問すること。
教科書
『最新実験動物学』前島一淑，笠井憲雪著（朝倉書店）

名

生物物理学

昇弘

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
実験動物学は，医学，薬学及び生物学等の発展に寄与している動
物実験のベースとなる学問領域である。また，ヒト及びマウスゲノ
ム上の全遺伝子配列が解明された現在，遺伝子改変動物を用いた研
究等がますます盛んに行われつつあり，実験動物学とヒト疾患の病
因解明との接点が重要視されている。本講義では、基礎医学・生命
科学研究を行う上での実験動物及び動物実験に関する知見について
説明してゆく。
本講義では，実験動物学の医学，生物学等における重要性を論じ
るのみならず，ゲノム科学における今後の実験動物の役割及び動物
福祉の観点からの実験動物学についても講義することによって，実
験動物学の社会における学問的意義を理解することを目標としてい
る。
なお，農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標
のＢ・Ｃに対応する科目である。

目

単位数
2単位

担当者
鈴木

博実

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
生命現象を研究する上であまり関係がないと思われがちな物理学
がいかに生命現象やその測定装置と関連しているかの理解を深める
ことを目的とする。
《授業の概要》
生物物理学のうち特に農学部に関連性が高い４つのテーマを取り
上げ，様々な現象が，物理法則や物理学的思考でどのように理解し
モデル化出来るかを示す。
授業内容
第１回：講義内容の紹介
第２回：タンパク質の立体構造形成原理 （1） タンパク質の構造と
物性
第３回：タンパク質の立体構造形成原理 （2） 立体構造予測
第４回：タンパク質の立体構造形成原理 （3） フォールディング機
構
第５回：イオンチャネル （1） 電気信号発生メカニズム
第６回：イオンチャネル （2） イオンチャネルの構造と機能
第７回：イオンチャネル （3） イオン透過の物理学
第８回：イオンチャネル （4） チャネル開閉の物理学
第９回：様々な顕微鏡 （1） 顕微鏡の原理
第10回：様々な顕微鏡 （2） 種々の光学顕微鏡
第11回：様々な顕微鏡 （3） 電子顕微鏡，Ｘ線顕微鏡，原子間力顕
微鏡
第12回：系統推定 （1） 系統解析の基礎
第13回：系統推定 （2） 距離法
第14回：系統推定 （3） 最尤法、ベイズ法

履修上の注意
農芸化学科の場合は物理学（力学・熱力学）、物理学（電磁気学・
光学）を生命科学科の場合は物理学概論を履修していることが望ま
しいが、これらの科目を履修していない場合でも履修可。
準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業範囲について，配布するプリントなどで，事前に予習
しておくこと。
教科書
特に定めない。

参考書
『ジーンターゲッティングの最新技術』八木健編（羊土社）
『実験動物の基礎と技術 I 総論』日本実験動物協会（丸善）
『実験動物の基礎と技術 II 各論』日本実験動物協会（丸善）

参考書
『シリーズ・ニューバイオフィジックス』（共立出版社，1997年）
『タンパク質の構造と機能』（メディカル・サイエンス・インター
ナショナル，2005年）
『バイオインフォマティクス第２版』（メディカル・サイエンス・
インターナショナル，2005年）

成績評価の方法
授業への参加度及び期末試験の成績により評価する（授業への参
加度：30%、期末試験：70%）。

成績評価の方法
成績は学期末試験60％，レポート30％、平常点（授業参加・貢献
度）10% で判断する。

その他
大学医学部の動物実験施設の見学希望は常時受け付ける。希望者
は事前にメールにて連絡すること。
E-mail: ntada@juntendo.ac.jp

その他
生物物理学研究室（６号館３階６－３０９ A 号室）
オフィスアワーは特に設定しません。質問等があれば研究室に来
てください。
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科目ナンバー：(CC)CST111J
科

目

職業指導

名

単位数

担当者

2単位

阿部英之助

授業の概要・到達目標
本講義では，現代社会における職業教育の意義と課題を学ぶとと
もに職業教育の現状について理解を深めます。具体的には，①青年
期における進路選択問題，②高等学校における職業指導および職業
教育の実際，③職業指導および職業選択の課題，以上の3点を通じ
て，青年期における職業教育を理解します。
この講義の到達目標は，①現代社会における職業の役割と労働構
造の変化について把握する。②学校教育における職業教育の意義と
歴史について理解する。③青年期における職業指導および職業選択
について理解し，進路指導の方法を修得することです。具体的な事
例を通じて現代社会および学校教育の現状と，様々な視点から職業
指導および職業教育の在り様を理解していきます。また同時に、受
講生のキャリア意識やキャリアガイダンスも併せながら授業を展開
していきます。
授業内容
第１回：ａ：イントロダクション（講義のねらい，職業指導の意義）
ｂ：現代社会における職業（1）～現代社会の現状とその
理解～
第２回：現代社会における職業（2）～働くことの意義を考える～
第３回：現代社会における職業（3）～労働構造問題と格差社会～
第４回：現代社会における職業（4）～労働基準法と労働環境問題～
第５回：青年期の進路と進路指導（1）～高校生の進路動向と進路
保障～
第６回：青年期の進路と進路指導（2）～高校生の就職状況と就職
問題～
第７回：高等学校における職業指導（1）～普通教育と専門教育～
第８回：高等学校における職業指導（2）～専門高校の現状と高度
専門化の対応～
第９回：高等学校における職業指導（3）～高等教育における職業
教育～
第10回：高等学校における職業指導（4）～職業指導の実際とその
対応～
第11回：新たな職業指導の問題と課題～障がい者雇用の現状と実際～
第12回：諸外国の職業指導の実態（1）～諸外国の職業教育の現状～
第13回：諸外国の職業指導の実態（2）～ドイツ・イギリスの事例
から～
第14回：ａ：講義全体ふりかえりとまとめ
ｂ：試験
履修上の注意
この講義は、基本的には教員免許取得を目指している学生及び教
職志望向きの資格科目である。それ以外でも、授業内容に興味・関
心があれば、履修は妨げません。
最初に新聞・雑誌や調査データなどの具体的な事例の紹介を通し
て，現代社会における職業世界の姿を知り，その背景にある理論的
位置づけなどを学んでいきます。また，授業毎に簡単な「コメント」
や「ワークシート」を通して，自分の見解・意見をまとめる作業を
行い，授業内容の定着を図りたいと思います。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に次の講義に使用する資料または内容によってはワークシー
トを配布しますので，事前に読み込んでおくか，関連事項のキーワー
ド検索を行い，講義内容の理解を深めてください（必要時間として
は30～1時間程度）。また，授業回数が半分を過ぎたら，中間まと
めと中間チェックを行いますので，配布した講義資料及びノートは
しっかり復習しておいてください。
教科書
教科書は使用しませんが，教員が作成した講義資料を使用します。
参考書
『新時代のキャリア教育と職業指導』佐藤史人編（法律文化社）
2018年
『職業教育・産業教育ハンドブック』日本産業教育学会編（大学
教育出版）2013年
『日本と世界の職業教育』堀内達夫編（法律文化社）2013年
『キャリア教育のウソ』児美川孝一郎（筑摩書房）2013年
『夢があふれる社会に希望はあるのか』児美川孝一郎（ベストセ
ラーズ）2016年
成績評価の方法
成 績 評 価 は， 平 常 点（授 業 へ の 参 加 度・ 貢 献 度， 発 言 な ど）
15％，授業小レポート課題15％，学期末試験70％の合計100％によっ
て総合的に評価をします。また，皆さんの積極的な関わりを期待し
ますが，授業に直接関係のない私語は厳禁とします。場合によって
は，退席と評価対象外として処理させていただきます。
その他
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農 学 科

農学科

科目ナンバー：(AG)BCH191J
科

目

化学概論

名

科目ナンバー：(AG)BCH394J

単位数

担当者

科

2単位

高須賀智子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
物質や現象をより深く理解するために，化学的視点および素養を
身に付け，考える力を養っていきましょう。各テーマのエッセンス
について，自分の手で図解できるようになること，自分の言葉で説
明できるようになることが到達目標です。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＡ・
Ｃに対応する科目となっています。
《授業の概要》
本科目では，原子と電子，元素と周期表，化学結合，化学反応な
ど基本的な化学の考え方を学びます。化学は物質の性質や変化の様
子，すなわち森羅万象を学ぶ学問であると同時に，自然の素晴らし
さ・かけがえのなさを教えてくれる学問です。我々の身の回りには，
化学製品がいたるところに使われており，化学製品なくしては生活
ができないほどです。また，現在，人類は食糧・環境・エネルギー
の問題と直面しており，地球全体での解決が求められていますが，
このような課題に対しても化学は大いに役立つ学問の一つです。
授業内容
第1回から9回までは，化学の基本を学びます。その後，農学科
の専門科目につながる有機化学を取り上げる予定です。第10回から
14回の内容については，授業の進行程度など必要に応じて変更とな
る場合があります。講義は教科書の内容をまとめたワークシートを
使用して進めていきます。講義の最後に「まとめと質問シート」を
書いていただきます。
第1回 イントロダクション：化学の基礎（数・単位・測定，水分子）
第2回 元素，原子，電子
第3回 化学結合（その１：共有結合と分子，極性）
第4回 化学結合（その２：分子内および分子間に働く力）
第5回 化学反応
第6回 反応速度と化学平衡
第7回 酸・塩基と緩衝液
第8回 酸化と還元
第9回 エネルギー
第10回 有機化学（その１：脂肪族炭化水素と官能基）
第11回 有機化学（その２：芳香族化合物、異性体）
第12回 有機化学（その３：化学反応機構）
第13回 生体分子
第14回 （a のみ） 光

目

名

化学実験
（農）

単位数

担当者

1単位

瀬戸・中北

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
自然科学の知識の大半は実験を通し得てきたものである。我々が
学び研究する農学は基礎自然科学から成る応用科学であり，また，
実践の科学といわれている。とくに化学は最も基本的な柱であり，
農学部学生の基本的必須体系である。化学実験では，各自が主体的
に実験し，基本的実験操作，化学反応の機構の考察や定量分析の理
論と実験を習得することにある。
《授業の概要》
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目的のＣに
対応する科目である。
授業内容
第１回：班分け，安全教育，器具の準備・洗浄，試薬調製
第２回：第１属陽イオンの分離と確認
第３回：第３属陽イオンの分離と確認
第４回：系統分析（１〜3属）の頭だし
第５回：Unknown Test
第６回：定量分析 基礎編 I
天秤の扱い方
秤量瓶へサンプル採取
分解瓶へサンプル採取
第７回：定量分析 基礎編 II
計量器の扱い方
ホールピペット…採取（三角フラスコ・試験管）
ビュレット…指示薬を用いたアルカリ滴定
メスフラスコ…メスアップ
第８回：中和滴定…食酢中の酢酸の定量
第９回：分光光度計による濃度計算
この実験授業は，３・４限セットで１回と記載しています。

履修上の注意
高校で化学基礎及び化学を履修していることが望ましいです。
準備学習（予習・復習等）の内容
第1回のイントロダクションで，第2回から第14回の講義内容と
教科書の対応表をお配りしますので，教科書の当該箇所を熟読し，
予め配布するワークシートの穴埋めをする予習をして下さい。また，
講義のはじめに前回内容の小テストを行いますので，ワークシート
の重要部分を中心に復習して，確実に図示・説明できるようにして
おくことが望ましいです。
教科書
「ライフサイエンスのための基礎化学」
R. Sutton・B. Rockett・P. Swindelles 著
訳
（東京化学同人） 2011年

影近弘之・平野智也

参考書
特になし。

履修上の注意
実験は危険が伴うために白衣の着用，ローヒールを履くこと。遅
刻は厳禁である。
準備学習（予習・復習等）の内容
実験操作や反応の経過（概観・溶液の色の変化・沈殿の生成の有
無と色）さらに実験結果の記録は，常に知識の裏付けとなる。また
その際行なった実験がたまたま失敗したとしても実験に対して重
要な示唆が与えられることから必ず実験ノートを用意し自分のノー
トで実験を行うこと。
教科書
実験に必要なプリントを適時配布する。

成績評価の方法
平常点（まとめと質問シート１４回分）10％，小テスト１４回分
40％，期末テスト50％で評価します。
やむを得ず欠席される場合は，Oh-o!Meiji システムより「まとめ
と質問シート」および小テストをダウンロードして回答・提出する
ことが可能です。
期末テストは持ち込み不可で，講義全体からの出題となります。
その他
第1回目のときに履修者の皆さんのバックグラウンドを知るため
に高校までの履修状況等についてアンケートを行う予定です。ご協
力をお願い致します。
小職は東京農工大学に所属しているため，問合わせ・連絡はメー
ルにてお願いします。
メールアドレス：takasuka@cc.tuat.ac.jp です。

参考書
『定性分析』浅田誠一他

技報堂出版『定量分析』同上

成績評価の方法
平常点（実験への参加態度・貢献度・未知試料のテスト）70%、
レポート30%
その他
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科目ナンバー：(AG)AGR121J
科

目

名

栽培学入門

科目ナンバー：(AG)AGR161J

単位数

担当者

科

2単位

岩﨑直・
塩津・糸山

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
指数関数的勢いで増加する世界人口は今や72億に達し，一人当た
りの食糧供給量は減少の傾向をたどっている。したがって，われわ
れ人類の生存は，最も重要な産業である「農業」における「作物」
の栽培を通じた「食糧」供給の多寡にかかっている。本講義では，
農業の成り立ちと役割，植物資源の種類，生理生態，環境と生産，
生産技術の基礎などを概観する。
農学科の基礎科目で，食糧生産・環境コースにおいては，学習・
教育目標のＣおよびＥに対応する科目である。
《到達目標》
農学を学ぶ諸兄が生産技術の理論を理解するのに役立つ基礎知識
を充当し，それらを応用して「食糧生産（作物栽培）」における諸
問題を解決する能力を修得することを目標とする。
授業内容
第１回：a のみ：イントロダクション（栽培学とは）
第２回：農業の成り立ちと作物の栽培
第３回：植物資源と作物
第４回：作物の分類
第５回：栽培植物の構造と機能
第６回：作物の生理・生態（光合成と物質生産性）
第７回：作物の生理・生態（環境適応性）
第８回：作物の栽培・管理
第９回：生産と環境
第10回：生産技術の基礎
第11回：環境変動と食糧生産
第12回：収量と品質
第13回：植物資源の活用
第14回：農業の多面的機能・まとめ

履修上の注意
「農業」
「食糧」
「温暖化」
「バイオマス」
「持続性」
「健康」等のキー
ワードに敏感であって欲しい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で配布された資料については，次回の授業前に必ず確認し，
理解を深めること。
教科書
特に指定しないが，必要な資料は配付する。

目

名

単位数

担当者

2単位

川口・佐々木・
纐纈

2022年度以降入学者

アニマルサイエンス入門

2017～2021年度入学者

基礎動物生産学

授業の概要・到達目標
＜授業の達成目標及びテーマ＞
動物に関心のある学生が、動物の基礎知識を幅広く学習し、動物
の生産の基礎が理解できるようにする。本授業は動物系を学ぶ礎と
しての位置づけである。
＜授業の概要＞
ウシ・ブタ・ニワトリなどの畜産動物を中心に、動向、行動、疾
病、栄養、繁殖などについて学習する。また、学生同士で議論する
アクティブラーニンング手法も取り入れる。本授業は、農学科基礎
科目群導入科目の一つである。食糧生産・環境コースにおいては、
学習・教育目標の C・E に対応する科目である。
授業内容
1. 畜産動向について（佐々木）
2. 畜産生産物について（佐々木）
3. 動物の行動（川口）
4. 動物の環境（川口）
5. 動物の疾病（川口）
6. 動物の衛生（佐々木）
7. 新聞記事を用いたアクティブラーニング（川口・佐々木）
8. 単胃動物と鶏の栄養（纐纈）
9. 動物でのエネルギー変換と栄養素
（ミネラルとビタミン）
（纐纈）
10. 動物の飼料とその原料（纐纈）
11. 反芻動物の栄養（纐纈）
12. 動物の生産と繁殖（佐々木）
13. 新聞記事を用いたアクティブラーニング（川口・佐々木）
14. 新聞記事を用いたアクティブラーニング（川口・佐々木）
* 授業内容は必要に応じて変更する場合がある。

履修上の注意
各教員の最初の授業での指示に従い、配布するプリントなどをよ
く読み理解する。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業の後は、プリントなどを振り返り復習すること。
教科書
特に定めない

参考書
植物生産学概論（星川清親 編著，文永堂出版）
栽培学ｰ環境と持続的農業ｰ（森田茂紀 他，朝倉書店）
栽培学大要（江原 薫，養賢堂）
農学とは何か（田附貞洋・生井兵治 編，朝倉書店）

参考書
畜産学概論
畜産学入門

朝倉書店 2021
文永堂 2012

成績評価の方法
100％定期試験で評価する。

成績評価の方法
各教員ごとによる小テストなどにより評価する。

その他
果樹園芸学研究室（5号館3階306A）
オフィスアワー：水曜日：12：40〜13：30，質問などがあれば気
軽に研究室まで来てください。

その他
動物生産学研究室（5号館5階501A）
動物環境学研究室（5号館5階502A）
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科目ナンバー：(AG)AGR181J
科

目

名

単位数

科目ナンバー：(AG)AGR151J
担当者

科

目

名

単位数

2022年度以降入学者

ランドスケープ入門

2017～2021年度入学者

2単位

生産環境学入門

倉本・菅野・
矢﨑

緑地学入門

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
この科目は三つの部分から構成されている。第一部はランドス
ケープエコロジー（マクロエコロジー），第二部はランドスケープ
の気象と生態系機能、第三部はランドスケープの歴史とデザインを
テーマとしている。全体でランドスケープの全体像を理解すること
を目標としている。ランドスケープという概念で統一された授業で
あるものの、ランドスケープには複数の特徴的な意味があり、第一
部と第二部では生態系の複合した地域、第三部では風景という意味
で用いている。
《授業の概要》
第一部では，生態系の複合体としてのランドスケープについて，
人と自然の関わりの視点から，関わりの程度の異なる４つのタイプ
のランドスケープを取り上げて検討し，最後にランドスケープのも
つ潜在的な可能性について述べ，受講生が将来ランドスケープを主
体的に活用できるようにする。
第二部では，自然の生態系と都市における気象と生態系機能につ
いて解説する。ここで、環境に関する諸問題の解決に必要なランド
スケープの非生物環境と生きものの関係という視点を理解する。
第三部では，ランドスケープの視点を紹介したうえで，緑地学の
成果としての人工的な空間施設である庭園や公園について，歴史的
な発展過程を紹介する。次に，身近な生田のランドスケープから世
界のランドスケープまで、ランドスケープデザインの見方、考え方
について理解する。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の A・C・Ｅに
対応する科目である。
授業内容
第一部 人と自然との関係（倉本）
第１回 生態系の集まりとしてのランドスケープ、ランドスケー
プという見方
第２回 都市のランドスケープ
第３回 里山のランドスケープ
第４回 河川と低地のランドスケープ
第５回 海辺と島嶼のランドスケープ／学問を現実の社会に生かす
第二部 生態系の気象と物質循環（矢崎）
第6回 生態系機能という考え方
第7回 気象と生活環境（特にヒートアイランド現象）
第8回 さまざまな生態系の微気象や物質循環
第9回 人間活動と生態系の物質循環―持続可能な利用に向けて
第三部
ランドスケープの歴史的発展過程（菅野）
第10回 ランドスケープの歴史とその広がり
第11回 ランドスケープに関する環境デザインの見方
第12回 日本と西洋の庭園、その歴史とデザイン
第13回 都市公園と自然公園、その歴史とデザイン
第14回 社 会の変化とランドスケープデザイン、及びランドス
ケープデザインへのアプローチ
履修上の注意
ランドスケープ科学においては現場から学ぶことが重要である。
希望者に対しては現場を案内する予定である（参加は任意で成績に
は関係しない）。
準備学習（予習・復習等）の内容
三つの部分ごとに、初回に各回の内容について説明するので、そ
の指示に従って授業の前にかんたんな用意を行うこと。授業の後に
は、指示に従って、各自でふりかえりを行うこと。
教科書
特に定めない。
参考書
『新版生態工学』 亀山章監修 倉本宣・佐伯いく代編集（朝倉書
店）
『生態学入門 第2版』 日本生態学会編（東京化学同人）
『空間から読み解く 環境デザイン入門』 菅野博貢著（彰国社）
成績評価の方法
毎回出欠をとり，原則として４回以上欠席すると評価の対象とし
ない。出席は加点要素とはしない。
学期末試験を行い，素点で評価する。
その他
倉本 宣（クラモトノボル kura@meiji.ac.jp 応用植物生態学
研究室 ４ -213Ａ号室 金曜日12：45〜13：15）
矢崎友嗣（ヤザキトモツグ yazakitm@meiji.ac.jp 環境気象学研
究室 ４ -308Ａ号室 水曜日12：45〜13：15、その他可能な時間は
対応します）
菅野博貢（カンノヒロツグ kanno@meiji.ac.jp 環境デザイン研
究室 ４ -306Ａ号室 水曜日と木曜日の12：45〜13：30）

2単位

担当者
登尾・小島・
服部

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
作物は，水田や畑地やかんがいのための水，土などがあってはじ
めて栽培が可能になる。また，食料生産には，生産の場であるとと
もに生活の場である農村や，周辺の自然環境との関係が重要となる。
この授業では，生産環境整備の歴史を概観した上で，水田や畑の
構造と機能，水循環やかんがい・排水，農村空間の諸問題まで，生
産環境整備に関する多様な視点を提供する。
《授業の達成目標》
生産環境整備の必要性とその内容，生産環境整備と地域環境の関
係を理解することを目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A・
C・E に対応する科目である。
授業内容
第１回：イントロダクション（登尾・小島・服部）
第２回：生産環境整備の歴史 （服部）
I
第３回：生産環境整備の歴史 II（服部）
第４回：水の循環～農業用水は足りているか～（小島）
第５回：かんがいと排水～水・土地管理の現場から～（小島）
第６回：農業用水はどこからくるか ～愛知用水～（小島）
第７回：営農と環境保全～コウノトリから考える～（小島）
第８回：農地の土壌環境（登尾）
第９回：農地の水環境（登尾）
第10回：農地の汚染（登尾）
第11回：人と自然の関係〜温室効果ガス〜（登尾）
第12回：人と自然の関係～環境概念から鳥獣害対策まで～（服部）
第13回：都市と農村～都市近郊の課題と将来～（服部）
第14回：生産環境整備の現場（登尾・小島・服部）

履修上の注意
授業の順序を変更することがある。
準備学習（予習・復習等）の内容
生産環境に関するニュースに日頃，目を配るとともに，参考書の
該当部分を事前に読んでおくこと。
授業で不明な部分がないかを確認し，ある場合は次回講義終了ま
でに質問をする等で解決すること。
教科書
とくに定めない。
参考書
『豊かで美しい地域環境をつくる －地域環境工学概論－』地域環
境工学概論編集委員会 農業農村工学会
『土壌環境学』岡崎正規（編）朝倉書店
成績評価の方法
複数回のレポートによって評価する。
レポートの詳細については，授業の中で指示する。
その他
オフィスアワー
登尾浩助：土地資源学研究室（4号館2階215Ａ室）
水曜日 12：30〜13：30
小島 水資源学研究室（4号館3階304Ａ号室）
水曜日 12：30〜13：20
服部俊宏：地域環境計画研究室（4号館2階214A 室）
木曜日 12：30～13：20
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科目ナンバー：(AG)STA191J
科

目

名

基礎生物統計学
（農）

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)STA191J
担当者
大森

科

授業内容
第１回 生物統計学とは何か
第２回 現実世界と科学モデルの関係
第３回 メンデルの遺伝実験と確率モデル
第４回 確率変数と２項分布
第５回 ２項分布による確率の計算
第６回 珍しいできごとと『モデルの真偽』
第７回 大標本での近似計算
第８回 離散分布に対する近似関数の補正
第９回 計数データとよく使われる離散確率分布
第10回 確率分布の性質
第11回 適合度検定と正確な検定
第12回 生物学・農学データの種類
第13回 計量テータの特性
第14回 基本統計およびヒストグラム

名

応用生物統計学

宏

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
生物学・農学の理論や仮説などのモデル世界と，実験ないしデー
タの現実世界との関係を認識し，生物科学の基本として，確率モデ
ルを用いた統計分析の必要性を理解すること。 また，実験・デー
タの背後にある生物の実態を想像する習慣を身につけること。 農
学科 食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣに対
応する科目である。
《授業の概要》
自然現象と生物学（科学）モデルの食違いを説明するための確率
モデルの役割，科学的推論としての推定・検定法などについて解説
する。
背景には難しい数学も含まれているが，図や表でなんとなく理解
できればよいことが多い。

目

単位数
2単位

担当者
大森

宏

授業の概要・到達目標
生物統計学では，状況の違いに応じて，計算式も複雑に変化し，
場合によっては，専門家への相談が必要になることもある。 この
講義では，このような状況の変化に対応して，簡単な分析は自力で
できるようになり，また，相談に必要な『データの性質や分析法の
種類についての知識』を身に付けてほしい。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣに
対応する科目である。
《授業の概要》
計量データの構造（単位，制度，数値）に基づいた確率モデルを
紹介し，各種の統計分析の考え方と分析法について概説する。
複雑な数式も出てくるが，数値を入れて計算する式，読み下して内
容を理解しておく式，鑑賞するだけでよい式などがある。
授業内容
第１回 計量データおよび連続確率分布についての確認
第２回 確率変数の性質
第３回 期待値および分布パラメータ
第４回 アベレージ（算術平均）の分布
第５回 ２つの平均値の比較（t- 検定）
第６回 ウェルチの近似検定
第７回 実験計画法の意味
第８回 分散分析の考え方
第９回 品種適応性試験のデータ解析
第10回 収量比較試験のデータ解析（多重比較の問題）
第11回 直線の当てはめ
第12回 回帰分析
第13回 多変量解析の考え方（その１：回帰分析・主成分分析）
第14回 多変量解析の考え方（その２：重回帰分析・正準相関分析）

履修上の注意
精度の高い実験の設計方法（実験計画法）や，さまざまな実験デー
タの具体的な分析方法を理解するためには，秋学期の『応用生物統
計学』も履修していただきたい。

履修上の注意
講義内容は一応独立しているが，春学期の『基礎生物統計学』を
履修していることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業後，学んだ内容について復習をしておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業後，学んだ内容について復習をしておくこと。

教科書
適当な教科書がないので，講義中に配布するプリントを使って説
明する。

教科書
適当な教科書が無いので，講義中に配布するプリントを使って説
明する。

参考書
講義の中で紹介する。

参考書
講義の中で紹介する。

成績評価の方法
主として試験の点数による。講義中に行う演習レポートの提出状
況と内容によって，加点することがある。

成績評価の方法
主として試験の点数による。講義中に行う演習レポートの提出状
況で，加点することがある。

その他
メールアドレス：hihiomori@gmail.com
ホームページ：http://lbm.ab.a.u-tokyo.ac.jp/~omori/meiji/

その他
メールアドレス：hihiomori@gmail.com
ホームページ：http://lbm.ab.a.u-tokyo.ac.jp/~omori/meiji/
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科目ナンバー：(AG)BBI221J
科

目

名

単位数

科目ナンバー：(AG)BBI271J
担当者

科

2022年度以降入学者

植物生理学

2017～2021年度入学者

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者
2単位

近藤

悟

植物生理生態学

マクロ生物学入門

2017～2021年度入学者

2単位

倉本

宣

植物分類・形態学

授業の概要・到達目標
「概要」
農および園芸作物の成長および生産性を理解するために必要であ
る、植物の光合成代謝、土壌および肥料など栄養条件、植物ホルモ
ンを始めとした二次代謝物産生について学ぶ。「食糧生産・環境コー
スにおいては学習・教育目標の A・C に対応する科目である」。
「到達目標」
植物の発育と環境との関連を、生理学的観点から理解し、作物の
安定的な生産に向けた技術開発につなげる。
授業内容
第１回：植物と環境
第２回：太陽エネルギーと光合成
第３回：光化学反応と電子伝達
第４回：炭酸固定反応
第５回：C3、C4、CAM 植物の比較
第６回：呼吸と代謝
第７回：植物ホルモンの役割
第８回：植物ホルモンの種類と代謝
第９回：植物ホルモンによる信号伝達
第10回：植物のストレス防御
第11回：植物のストレス防御機構
第12回：栄養と元素
第13回：無機元素の代謝
第14回：a のみ：まとめ

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農学、緑地学、生態学の基礎となる形態学と分類学と生態学の初
歩を身につける。人間が生来持っているとされる biophilia（生きも
の大好き）な気持ちを取り戻す。0.1平方ミリメートルから数百
平方キロメートルの肉眼的な世界のさまざまなトピックスを通じ
て、生きもののあり方について自分なりの認識を持つ。
《授業の概要》
前半は形態学の授業とする。植物を中心に生命は我々人類の理解
とは大きく異なることを最初に理解し、そのあと、形態と機能につ
いて学ぶ。
後半は植物を中心とした分類学と生態学の授業とする。個体群と
いう見方を持ち、分類学の考え方、分けることと進化の道筋をたど
ることについて解説する。分類群の関係性を学びながら、生物の進
化の歴史を知る。現代が生物多様性が主流になりつつある時代であ
るという認識のもとに、生物多様性保全の基礎となる植物分類学の
最新の生物間相互作用の研究事例を紹介する。
あわせて、生きものについて考え方を身につける。
食糧生産・環境コースにおいては学習教育目標の A・C に対応す
る科目である。
授業内容
第1回 生命像を問い直す
第2回 生きものの大きさと寿命
第3回 形態と機能
第4回 生きものの移動
第5回 個体群とメタ個体群
第6回 分類するとはどういうことか、単位としての種（しゅ）
第7回 絶滅とはどういうことか ドードーを例として
第8回 外来種という存在 セイタカアワダチソウと日本の生態系
第9回 系統
第10回 APG 分類体系
第11回 花と昆虫
第12回 種子散布
第13回 食う食われる関係
第14回 経験の消失時代の生きものとの付き合い方

履修上の注意
毎回内容が異なるので、全回出席を心がけてください。
準備学習（予習・復習等）の内容
途中で小テストを行う予定ですので、復習を心がけてください。
教科書
特になし。
参考書
「植物生理学」：裳華房、佐藤直樹著；「植物生理学」：化学同人、
三村徹郎
他著など
成績評価の方法
定期試験（80％）および小テスト（20％）の成績に基づいて評価
します。
その他
連絡先：s-kondo@faculty.chiba-u.jp

目

履修上の注意
身の回りにはおびただしい種類の生きものが生息生育している。
植物や動物に興味を持ち、不思議だと思う気持ち sense of wonder
を育ててほしい。
授業の際に野外に出て、植物を観察することがあるので、予告さ
れた授業には野外で活動できる服装で出席すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で示した生きものを通学の際などにみつけて観察する。
提出物には、担当教員の意見を付して返却することがあるので、
意見について考えること。
教科書
特に、定めない。プリントを配布する。
参考書
分野は問わないので、ハンディーな図鑑を1冊持ってほしい。
植物形態学 https://ww1.fukuoka-edu.ac.jp/~fukuhara/keitai/
（福
岡教育大学 福原達人先生）が画像が美しく、参考になる。
成績評価の方法
授業の際の課題60％、期末試験40％で評価する。
その他
応用植物生態学研究室（４号館２階２１３ A 号室）
オフィスアワー：金曜日12時45分～13時15分
E-mail: kura@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)AGR211J
科

目

名

単位数

科目ナンバー：(AG)DES128J
担当者

科

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者

植物遺伝資源学

2単位

半田

基礎図法

高

2017～2021年度入学者
授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農業の発展と共に食料の生産性が高まった現在において，また将
来の食料生産において，なぜ遺伝資源が重要なのか，遺伝資源を食
料生産にどのように利用していくのかを理解する。
《授業の概要》
人類が狩猟・採集生活から農業という方法で食料を得るように
なって以来，栽培植物や家畜は人間による選抜・淘汰を受けるよう
になった。その結果，多くの有用形質を持った動植物が現れ，人類
の食料生産に利用されてきている。本講義では各種作物における遺
伝資源の利用の現状と変遷の過程について概説する。農学科，生物
資源関係の基礎科目で，食糧生産・環境コースにおいては学習・教
育目標のＡおよびＣに対応する科目である。
授業内容
第１回：遺伝資源の定義およびその重要性
第２回：野生植物と栽培植物の差異
第３回：栽培植物の進化 I
第４回：栽培植物の進化 II
第５回：栽培植物の進化 III
第６回：遺伝資源の利用 I
第７回：遺伝資源の利用 II
第８回：遺伝資源の利用 III
第９回：品種の画一化の現状とその危険性
第10回：遺伝資源の維持・評価・保存
第11回：遺伝資源の探索・収集・導入
第12回：遺伝資源探索・収集の実際 I
第13回：遺伝資源探索・収集の実際 II
第14回：まとめ

2単位

菅野

博貢

図学

授業の概要・到達目標
ランドスケープ・デザインの基礎的な作図方法について実践を交
えながら学びます。最初に製図で用いる用具についてその種類や使
用方法について学習し、続いて製図記号や植栽の描き方等基礎的な
知識を学んだ後、平面図、立面図、断面図などの作図法について学
習します。後半は立体的な図法について学び、具体的な庭園（また
は公園）を例にランドスケープ・デザインのプロセスを実践してみ
ます。モノを描くことが苦手な学生でも、初歩からはじめますので、
絵を描くことの上手下手は関係ありません。
ランドスケープ・デザインの計画・設計における基礎的な表現力
を身につけることを到達目標とします。
食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣに対応す
る科目です。
授業内容
第１回 a：今後の授業のすすめ方について
b：製図用具の種類と使い方について
第２回 設計製図基礎 その１ 製図に用いる線の種類とその意味
第３回 設計製図基礎 その２ 製図に用いる記号の種類とその意味
第４回 設計製図基礎 その３ 製図に用いる植物の平面図上の表
現方法
第５回 設計製図基礎 その４ 製図に用いる植物の立面図上の表
現方法
第６回 平面図の描き方
第７回 立面図の描き方
第８回 断面図の描き方
第９回 立体表現（アクソノメトリック）による作図法
第10回 立体表現（アクソノメトリック）による実践的な作図法
第11回 立体表現（アイソメトリック）による作図法
第12回 公園をデザインし簡易透視図で描く（その１）
第13回 公園をデザインし簡易透視図で描く（その２）
第14回 公園のデザイン（最終課題）について講評会・まとめ

履修上の注意
授業内容は変更することがある。
準備学習（予習・復習等）の内容
植物関連の農学基礎科目（植物分類・形態学，基礎植物育種学，
植物生理生態学）と生物統計学（基礎・応用）を履修しておくかま
たは事前に自分で学習しておくことが望ましい。
教科書
特に指定しないが，必要な資料は配付する。
参考書
初回の講義時間で紹介する。
成績評価の方法
出席率６割以上の者を評価対象とし，定期試験で評価する。
その他
花卉園芸学研究室（５号館３階303Ａ）
オフィスアワー：火曜日：12：40～13：20，
質問などがあれば気軽に研究室まで来てください。

履修上の注意
毎回授業時間中に課題を完成させ，チェックを受けてから次に進
むこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回資料を配布するので、授業内で行う課題の作成が遅れた場合
は次週までに資料をもとに完了させること。
教科書
特に定めない。
参考書
『造園図面の表現と描法』（誠文堂新光社）
『はじめてのランドスケープ・デザイン』八木健一著（学芸出版社）
成績評価の方法
授業中の課題50％，最終課題50％の割合で評価する。
その他
履修者はＡ３ のトレーシングペーパーパッド，４Ｂ～２Ｈの鉛
筆，消しゴム、製図用三角定規を準備して講義に臨むこと。
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科目ナンバー：(AG)BIO111J
科

目

名

単位数

科目ナンバー：(AG)BIO211J
担当者

科

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者

分子生物学
（農）

2単位

山田

バイオテクノロジー

哲也

2017～2021年度入学者
授業の概要・到達目標
＜概要＞
現在，農業や医療の分野で応用が進められているゲノム編集は分
子生物学を基礎として開発された技術である。一方，細胞は生物体
の構造的かつ機能的な単位であり，その誕生（細胞分裂）と死（細
胞死）は様々な農業形質に関与することが知られている。この授業
では，ゲノム編集を理解するために必要な基礎的な知識について詳
細に説明する。また，分子生物学が明らかにしてきた細胞の誕生と
死のメカニズムについて概説する。
＜到達目標＞
遺伝子の構造と機能および遺伝子発現の分子過程と制御機構につ
いて知り，それらの知識に基づき開発された遺伝子発現を人為的に
制御する技術であるゲノム編集技術を理解できる。また，細胞分裂
や細胞死が制御される仕組みを理解できる。
授業内容
第1回 a：イントロダクション（分子生物学とは）
b：遺伝子の本体（核酸の構造と種類）
第2回：遺伝子の機能（DNA の複製、セントラルドグマ）
第3回：遺伝子発現の分子過程1（遺伝子の構造）
第4回：遺伝子発現の分子過程2（遺伝情報の転写）
第5回：遺伝子発現の分子過程3（RNA プロセッシング）
第6回：遺伝子発現の分子過程4（遺伝情報の翻訳）
第7回：遺伝子発現の制御機構1（転写制御因子）
第8回：遺伝子発現の制御機構2（ヒストン修飾）
第9回：遺伝子発現の制御機構3（DNA メチル化，RNAi）
第10回：遺伝子発現の人為的制御1（遺伝子組換え技術）
第11回：遺伝子発現の人為的制御2（ゲノム編集）
第12回：細胞の分子生物学1（細胞周期）
第13回：細胞の分子生物学2（細胞死）
第14回 a：講義内容の総括
b：期末試験
履修上の注意
毎回、講義で使用する資料を Oh-o! Meiji で配付するので，それ
を参考に理解を深めること。

2単位

大里

修一

遺伝子工学
（農）

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
基本的な遺伝子操作に必要な酵素、ベクター、PCR などの解析
技術に加え、遺伝子導入技術の原理や遺伝子解析技術を中心に概説
する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標のＣに
対応する科目である。
《授業の達成目標及びテーマ》
生命現象を分子レベルで解明する上で、遺伝子工学は強力な技術
である。本講義では「分子生物学を支える技術としての遺伝子工学」
を理解するために必要な基礎的知識や応用的技術を習得し、農学研
究分野における遺伝子工学の役割や可能性について理解を深めるこ
とを目標とする。
授業内容
第１回：イントロダクション：遺伝子工学とは何か
第２回：DNA と遺伝子の基礎
第３回：遺伝子工学の基礎：核酸を操作する酵素
第４回：核酸の調製法（I）：DNA や RNA の抽出・精製法
第５回：核酸の調製法（II）：核酸の検出と定量
第６回：PCR の原理と応用
第７回：RT-PCR と定量 PCR
第８回：ハイブリダイゼーション法の原理と応用
第９回：遺伝子の構造解析法：塩基配列の決定法等
第10回：宿主とベクター・遺伝子ライブラリーの作成法
第11回：細胞への遺伝子導入法
第12回：遺伝子発現の解析・細胞を使った遺伝子の機能解析
第13回：遺伝子工学の植物への応用
第14回：授業のまとめ

準備学習（予習・復習等）の内容
レポート課題を提示するので，その遂行を通じて予習・復習を行
うこと。
教科書
指定なし。
参考書
『クロー遺伝学概説』J. F. クロー著（培風館）
『遺伝学』中村千春編著（化学同人）
『Essential 細胞生物学改訂第3版』南江堂
『エッセンシャル遺伝学』培風館
『分子遺伝学の基礎』岡山博人監訳（東京化学同人）
『遺伝情報の発現制御 転写機構からエピジェネティクスまで』
五十嵐和彦ら監訳（メディカル・サイエンス・インターナショナル）
『細胞の分子生物学 第6版』中村桂子・松原謙一監訳（ニュート
ンプレス）
成績評価の方法
学期中に課すレポート（全5回，各10点）と学期末に行う筆記試
験（50点）との合計点から成績を評価する（レポート50%、定期試
験50%）。
その他
本科目を選択履修する対象になっている皆さんは，将来，何らか
の形でゲノム編集など分子生物学を基礎としたさまざまな技術に関
わることになると思います。また，それらの技術は私たちの生活に
も深く浸透しつつあり，一般教養としても理解しておくべき事柄に
なっています。受講生の皆さんには，本講義を通じてそれらの技術
を基礎から正確に学んでもらうことを希望します。質問や相談は随
時受け付けます．E-mail での対応も可能です。
オフィスアワー： 出講日 11:00まで（中央校舎3階304）
連絡先： メールアドレス teyamada@cc.tuat.ac.jp

履修上の注意
あらかじめ「分子生物学」、「生化学」などの基礎科目を履修して
おくことが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に配布する資料や参考書の該当箇所について適宜、復習し
ておくこと。
教科書
『遺伝子工学 第2版（新バイオテクノロジーテキストシリーズ）』
村山洋ら 著（講談社サイエンティフィク）2013 年
参考書
『基礎から学ぶ遺伝子工学 第2版』田村隆明 著（羊土社）2017
年
成績評価の方法
原則として定期試験（100%）により評価する。場合によっては
授業内で1-2回の小テスト（20%）を実施の上、定期試験（80%）
と合算することがある。
その他
植物病理学研究室（5号館3階 302号室）
オフィスアワー：金曜日の昼休み（12:30～14:00）
連絡先：E-mail：kmaeda ◎ meiji.ac.jp（◎は＠）
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科目ナンバー：(AG)BBI141J
科

目

名

科目ナンバー：(AG)AGR151J

単位数

担当者

科

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者

動物生理・栄養学

2017～2021年度入学者

2単位

渡辺

動物生理学入門

授業の概要・到達目標
授業の概要
哺乳動物は特殊化された器官とシステムを持ち，それらを調整・
統合して個体としての生命活動を営んでいる。これら生命活動シス
テムの基本を学習する。卒業後にも役に立つ基礎知識である。農学
科の共通基礎科目の一つであり，食糧生産・環境コースにおいては
学習・教育目標のＣに対応する科目である。
到達目標
動物や生命に関心のある学生が，哺乳動物の基礎的な生理学がわ
かるようになる。
授業内容
第１回：恒常性について
第２回：動物の組織・器官・器官系
第３回：中枢・末梢神経系
第４回：感覚器系
第５回：筋系
第６回：循環器系と免疫系
第７回：呼吸器系
第８回：消化器系
第９回：動物の栄養１：炭水化物、脂質、タンパク質
第10回：動物の栄養２：代謝とエネルギー変換
第11回：動物の栄養３：ビタミン・ミネラル・微量元素
第12回：泌尿器系
第13回：内分泌系とストレス
第14回：生殖器系
* 講義内容は必要に応じて変更することがあります。

2単位

登尾

浩助

授業の概要・到達目標
講義では、農学分野において作物と並んで重要な作物栽培の培地
として土壌を扱う。受講生は、作物栽培の培地としての土壌につい
て，その生成，性質，周辺環境との関係に関する基礎的な知識を獲
得することができる。
受講生は、どのようにして“土壌”が作られるのか，なぜ水や肥
料分は土壌に保持されるのか，作物生産にとって土壌のどのような
性質が重要なのかを学習することで，学期末には土壌を単なるブ
ラックボックスではなく，物理的・化学的・生物学的反応装置とし
て科学的な視点から説明できるようになることが目標である。
農学科の基礎科目で，食糧生産・環境コースにおいては学習・教
育目標のＡ，Ｃ，Ｄに対応する科目である。
授業内容
第１回：土壌の生成
第２回：有機物の働き
第３回：土壌生物の働き
第４回：土壌の骨格
第５回：土壌中の水と空気
第６回：土壌の温度
第７回：養分の保持 （1）
第８回：養分の保持 （2）
第９回：土壌の酸性化 （1）
第10回：土壌の酸性化 （2）
第11回：土壌肥沃度と作物の養分
第12回：耕地土壌の特徴
第13回：土壌汚染
第14回：土壌保全

履修上の注意
教科書や配布する資料だけでなく，参考書も読み，理解を深める
こと。動物生理の不思議さ，面白さも知って欲しい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業前に Oh-o! Meiji より配布資料をダウンロードし、読むこと。
授業の後には授業内容を参考書等も用いて理解しなおすこと。
教科書
特に定めない。
参考書
『キャンベル生物学原書11版』池内昌彦ら 監修、翻訳（丸善出版）
『Biology: A Global Approach, Global Edition』Pearson Education
Limited; 12th Ed.
『カラースケッチ生理学第２版』永田豊監訳（廣川書店）
『シンプル生理学 改訂第６版』貴邑冨久子 / 根来英雄 著（南江
堂）『ギャノング生理学 原書２５版』Kim E. Barrett ら 著 岡田
泰伸ら 監訳（丸善出版）
『Ganong’s Review of Medical Physiology, 26thEd』Kim E. Barrett ら 著 （McGraw-Hill）
『動物の体の仕組み』尼崎肇 著（ファームプレス）
成績評価の方法
単元ごとにミニテストを行い（50％），学期末試験（50％）を行い、
合計したものを評価とする。
その他
オフィスアワー：講義終了後１０分。
動物環境学研究室（５号館５階５０２号室）
連絡先：gen@cc.tuat.ac.jp

土壌学

元

履修上の注意
「土壌物理学」「肥料学」の基礎となる科目である。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の講義前に教科書の該当箇所を読み，講義後には自分のノー
トを読み返して理解を深めること。必要に応じて参考図書を読んだ
り、ネット検索することをお勧めする。
教科書
『新版土壌学の基礎』松中照夫著（農村漁村文化協会，2018年）
参考書
『土壌環境学』岡崎正規編（朝倉書店，2020年）
『土壌学概論』犬伏和之・安西徹郎編（朝倉書店，2001年）
『土 地球最後のナゾ〜100億人を養う土壌を求めて』藤井一至著
（光文社新書，2018年）
『土壌の基礎知識』藤原俊六郎著（農文協，2013年）
成績評価の方法
成績は，学期末試験90％，小テスト10％で評価する。
その他
オフィスアワー
木曜日 12:30〜13:30
土地資源学研究室（４号館２階215Ａ室）
電話：044-934-7156
E-mail: noboriok@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)BBI161J
科

目

名

生物多様性進化学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR211J
担当者
新屋

科

授業内容
第１回：生物の多様性とは何か？（イントロダクション）
第２回：未知の生物は存在するか？
第３回：生命とは何か？種とは何か？
第４回：新種はいかにして誕生するか？
第５回：なぜ性は存在するか？
第６回：なぜオスは競争にさらされる？
第７回：せめぎ合い、助けあいで生物は進化する？
第８回：私たちはパラサイトに操られている？
第９回：私たちは共生者無しでは生きていけない？
第１０回：私たちは感染症をコントロールできるか？
第１１回：生物はいかにして語り合うか？
第１２回：生物はなぜ死ぬのか？
第１３回：形の多様性はなぜ生じるのか？
第１４回：a：試験
b；試験の正答解説
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意
農学を学ぶために必要な、生物学の基礎を理解するための科目で
ある。講義では、生物多様化の事例を数多く紹介するとともに、多
様性が生じる仕組み、多様な生物同士の相互作用、生物と環境との
関わりについて理解することを目標とする。講義中、受講者に意見
を求めることがあるので、その際積極的に発言すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で紹介した内容について文献等で調べ、自ら理解を深めるこ
と。
教科書
特に定めない。

名

基礎植物育種学

良治

授業の概要・到達目標
地球上には、数千万ともいわれる生物種が存在する。それらの生
態、生息環境、生活史は千差万別であり、体の構造も組成も、繁殖
の様式も実に多様である。生物がこれほどまでの多様性を持つに
至ったのはなぜなのか。本講義では、まずこれらの不思議を共有し、
「生物」や「生物学」のおもしろさを感じることから始める。講義
では、現代生物学において残された大きな謎を主なトピックとして
取り上げ、生物多様化の事例を数多く紹介するとともに、多様性が
生じる仕組み、多様な生物同士の相互作用、生物と環境との関わり
について理解することを目標とする。大学生物学の入門講義として、
生物や生物学の奥深さやおもしろさを体感してもらいたい。

目

単位数
2単位

担当者
丸橋

亘

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
植物育種学は人間にとって有用な作物品種を育成するために必要
な原理と技術を開発する学問である。この分野におけるこれまでの
成果と今後の可能性を理解する。
《授業の概要》
植物の生殖過程，遺伝学の原理，系統立った交雑技術に加え，バ
イオテクノロジーの育種への応用を解説する。農学科食糧生産・環
境コースにおいては学習・教育目標のＣ及びＤに対応する科目であ
る。
授業内容
第１回：a のみ：イントロダクション
第２回：植物の繁殖様式
第３回：受粉と受精
第４回：アポミクシス
第５回：遺伝子と染色体
第６回：減数分裂
第７回：系統分化と種の形成・育種素材の収集と保存
第８回：交雑を利用した育種
第９回：突然変異を利用した育種
第10回：染色体数の変化を利用した育種
第11回：植物組織培養を利用した育種
第12回：種属間雑種を利用した育種
第13回：遺伝子組換えを利用した育種
第14回：DNA マーカーを利用した育種・品種登録制度

履修上の注意
「遺伝学」を履修していることが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
高校生物の教科書に記載されている、「遺伝子のはたらき」、「有
性生殖」、「植物の発生」、「生物の進化」等の項目を再読しておくこ
とを勧めます。
教科書
使用しない。

参考書
講義中に適宜紹介する。

参考書
『植物の育種と遺伝 第２版』福井希一ら著（朝倉書店）
『植物の発生学』ボジュワニ・バトナガー著 / 足立・丸橋訳（講
談社サイエンティフィク）

成績評価の方法
講義中に取り組む小課題（25％）と期末試験（75％）で評価する。

成績評価の方法
複数課題に対する解答文により評価する。

その他

その他
オフィスアワー：メール（marubasi@meiji.ac.jp）でアポイント
メントをとって来室して下さい。
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科目ナンバー：(AG)AGR251J
科

目

測量学Ⅰ

名

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR255J
担当者
佐藤

科

授業内容
第１回：イントロダクション、測量の意義と分類
第２回：測量に必要な単位と数学、距離測量（歩測）
第３回：距離測量（巻尺、電磁波測距）
第４回：角測量
第５回：水準測量（直接水準測量）
第６回：水準測量（不定誤差の調整・間接水準測量）
第７回：水準測量（縦横断測量、勾配の表し方）
第８回：トラバース測量
第９回：測定値の処理
第10回：誤差の処理
第11回：地形測量
第12回：面積・体積
第13回：測量の歴史
第14回：a のみ：要点整理

名

測量実習Ⅰ

直人

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
測量は、地表面上の諸点の位置情報を取得・処理・記述するため
の技術であり、国土の利用に必須のものである。
測量学 I では、測量学の基礎の習得に主眼を置き、基本的な計測
技術や理論等の習得を目的とする。
《授業の概要》
地上測量（距離測量・角測量・水準測量）によって測量の三要素
（距離・角度・高さ）を計測し、地表面上の諸点の座標を決定する
手法を学ぶ。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＣに対応する
科目である。

目

単位数

担当者
服部

1単位

俊宏

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
測量は、地域環境と関わる上で必須の技術である。本授業では、
測量の基本である距離測量、水準測量、角測量に関する実習をおこ
なう。それぞれ、野外の測量作業である外業と、結果の処理や作図
である内業から構成される。
《授業の達成目標及びテーマ》
測量の体系の中で基本となる距離、高さ、角度の計測とその結果
の処理方法を理解し機器の操作法を実践できるようにすること、班
の中で協働して達成すべき課題のプロセスを計画し実行できるよう
にすることを到達目標とする。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＣ・H に対応
する科目である。
授業内容
第１回 a：イントロダクション
b：三脚の使用法
第２回：距離測量（歩測，平坦地、傾斜地，光波測距）
第３回：角測量
第４回：水準測量（直接水準測量、縦断測量・横断測量）
第５回：トラバース測量（外業）
第６回：トラバース測量（外業）
第７回：地形測量（外業）
第８回：トラバース測量（内業）
第９回：地形測量（内業）
第１０回〜第１４回：雨天予備
※天候等により，順番を変更することがあります。
※第２回〜第７回については悪天候時は順延される。その場合、
以降の予定は第１０週以降を利用して順次繰り下がる。

履修上の注意
測量実習 I を合わせて履修することが望ましい。
引き続き、測量学 II、測量実習 II を履修することが望ましい。

履修上の注意
測量学 I を合わせて履修すること。
実習は，動きやすい・安全な服装で参加すること。
実習は，天候に左右されるため，日程変更に注意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、講義予定項目について教科書の該当部分を読んでお
くこと。また授業後は、講義内容について整理し、授業で扱った課
題に再度取り組むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
予習として，測量学Ⅰで関連する授業の復習をしておくこと。
復習として，不明な部分がないかを確認し，ある場合は次回講義
終了まで質問をする等で解決すること。

教科書
『改訂版

教科書
『空間情報工学概論』近津博文他，日本測量協会

空間情報工学概論』近津博文他（日本測量協会）

参考書
『基礎測量学』長谷川昌弘他（電気書院）
『エース測量学』福本武明他（朝倉書店）
『図説わかる測量』猪木幹雄他（学芸出版社）

参考書
『測量―その基礎と要点第２版―』駒村正治他
『測量実習指導書2007年度版』土木学会 丸善
『基礎測量学』長谷川昌弘他，電気書院

成績評価の方法
定期試験70％、平常点（課題提出などを含む）30％

成績評価の方法
実習への参加態度30％，レポート70％とする。
ただし，
出席日数が 2/3 に満たないものは評価の対象としない。

その他
オフィスアワー：最初の講義で指示する
連絡先（mail）：n_sato@meiji.ac.jp

その他
地域環境計画研究室（４号館２階214Ａ研究室）
オフィスアワーは，木曜日12：30〜13：20
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共立出版

科目ナンバー：(AG)BBI194J
科

目

名

科目ナンバー：(AG)IND311J

単位数

担当者

科

1単位

農学科教員

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者

農学基礎実験
（1（
）2）

2017～2021年度入学者

農学基礎実験
（2）

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農学科では様々な分野の教育・研究が行われている。本実験では、
各分野に共通して必要とされる基礎的な実験・調査の方法、さらに
は、データの処理方法やレポートの書き方について学ぶことを目標
としている。
《授業の概要》
農学科基礎科目群の導入科目で、食糧生産・環境コースにおいて
は学習・教育目標の D・G・H に対応する科目である。
授業内容
第１回：ガイダンス（安全教育、倫理教育）
第２回：キャンパスツアー
第３回：レポート作成法
第４回：図書館を活用した文献検索
第５回：野外調査
第６回：観察とスケッチ
第７回：顕微鏡を用いた観察と計測
第８回：試薬の調製
第９回：無菌操作
第10回：電気泳動
第11回：データの処理と統計
第12回：まとめ
※この実験授業は3・4限セットで1回と記載している。
※実験材料や天候の都合により、実験内容や順番が変更される場
合もある。

履修上の注意
実験中は白衣を着用すること。また、屋外に出る場合もあるので
動きやすい服装を心がけること。毎回、実験のはじめには説明を行
うので、遅刻することのないように注意すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業後のレポート課題は遅れずに提出すること。

2単位

名倉

理紗

授業の概要・到達目標
大学で学んだことを活かした職業への就職を希望している方に受
講を勧める。
近年の技術革新は、産業の発展の源であり、現代経済社会の発展
の源である一方、社会及び環境に対して大変大きな影響力を持って
いる。倫理に反する事故、偽装、不正行為は社会の信用を著しく低
下させるため、技術の担い手である技術者一人一人が、技術者倫理
を理解し行動することが大変重要である。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標の B に
対応する科目である。
《到達目標》
１．技術者倫理の必要性について理解する ｡
２．技術者は専門家であるがゆえに社会に対して重大な責任がある
ことを認識できる ｡
３．公衆の安全を守ることが最重要であることを認識する ｡
４．組織の中での技術者のとるべき行動について認識する ｡
５．自分とは意見が異なる人がいることを理解し、
コミュニケーショ
ンの重要性を認識する ｡
授業内容
第１回：ガイダンス・技術者倫理とは
第２回：技術者倫理の重要性及び技術者倫理の重層構造、技術士の
義務と責務、技術士制度と技術士法における倫理規定
第３回：組織における技術者倫理 （１）（スペースシャトル事故の事
例と教訓等）
第４回：組織における技術者倫理 （２）（組織での技術者の在り方）
第５回：技術者のアイデンティティ
第６回：事故の責任
第７回：法的責任とモラル責任
第８回：コンプライアンス
第９回：説明責任
第10回：内部告発・警笛鳴らし
第11回：生物系産業の技術者倫理
第12回：環境と開発、環境汚染
第13回：再生可能エネルギー、生物多様性、遺伝子組換え
第14回：a: 技術者倫理のまとめ
b: 試験（記述式）
履修上の注意
・技術者倫理は、実際に起きている事故・偽装・不正行為の事例か
らの教訓を学ぶことが必要であるため、日頃から技術に関連する
ニュースをチェックすること。
準備学習（予習・復習等）の内容
・配布資料をよく読み、授業で説明したことを復習すること。

教科書
必要な資料は配付する。

教科書
特に定めない。授業にてプリントを配布する。

参考書
特に指定しない。
成績評価の方法
実験への取り組み態度およびレポートの提出状況により評価する。
その他
応用昆虫学研究室（５号館２階 208A 号室）
オフィスアワー：火曜日 12：40～13：20
植物病理学研究室（５号館３階 302号室）
オフィスアワー：金曜日 12：40〜13：20

技術者倫理

参考書
特に定めない。授業にてプリントを配布する。
成績評価の方法
・第14回（最終回）の試験で評価する（95%）。
・学習態度（授業への参加態度等）も勘案する（5%）。
その他
・連絡先：（名倉）r-nagura@digitalblast.co.jp
メールの件名の最初に【技術者倫理】と記載すること。
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科目ナンバー：(AG)AGR221J
科

目

名

作物学概論

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR231J
担当者
塩津

科

授業内容
第１回：a のみ：イントロダクション（農業と作物）
第２回：日本と世界の作物生産
第３回：作物の種類と品種
第４回：作物の形態学的特徴
第５回：作物の形態形成と生活環
第６回：作物の生理・生態
第７回：作物の光合成・呼吸
第８回：作物の養水分吸収
第９回：作物生産と環境
第10回：作物の多収とその基礎
第11回：作物の栽培と管理1 耕耘，施肥，雑草防除など
第12回：作物の栽培と管理技術2 作付体系，持続的作物生産
第13回：収穫物の品質と機能性
第14回：作物生産の課題および将来展望

名

園芸学概論

文隆

授業の概要・到達目標
作物学は，人類の生存に必須である食糧生産に作物生産の理論と
技術を与える主要な学問である。本講義では，作物と人類とのかか
わり，作物生産過程の基本と環境との関係，作物の栽培・管理技術
などについて概説する。
作物の特徴や作物学の基礎的理論を修得する。また，作物の生育
と環境との関係ならびに生産を制限する要因を理解し，それらを作
物学が関連する分野において応用する能力を修得する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の C
および D に対応する科目である。

目

単位数
2単位

担当者
岩﨑・半田・
元木

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
園芸作物の特徴および園芸学の基礎理論を理解し，園芸学が包含
する各分野に応用する能力を修得する。
《授業の概要》
園芸学とは果樹，野菜，花き（観賞植物）作物に関する科学であ
り，それらの育種，生産，保蔵，流通，利用，加工などを含めた広
い分野が体系化されている。本講義では園芸学の各分野における基
礎的な事項を概説する。農学科，生物資源関係の専攻科目（共通基
幹科目）で，食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＣ
およびＤに対応する科目である。
授業内容
［第１回］a：園芸の定義と範囲（半田）
b：園芸の起源と役割（半田）
［第2回］：園芸作物の生理（岩崎）
［第3回］：果樹園芸の定義・特徴（岩崎）
［第4回］：果樹園芸の発達の歴史・果樹の起源と分類（岩崎）
［第5回］：樹体の生育と環境（岩崎）
［第6回］：結実の生理（岩崎）
［第7回］：野菜園芸の基礎（元木）
［第8回］：野菜園芸の歴史と発展（元木）
［第9回］：野菜栽培の基礎と実際（元木）
［第10回］：野菜の食品価値（元木）
［第11回］：花卉園芸の歴史と文化（半田）
［第12回］：花卉遺伝資源と分類（半田）
［第13回］：花卉の育種と繁殖（半田）
［第14回］：花卉の栽培と利用（半田）

履修上の注意
あらかじめ「栽培学入門」，「農学実験Ⅰ」を履修していることが
望ましい。

履修上の注意
授業内容と順序は変更する場合がある。

準備学習（予習・復習等）の内容
予習では教科書や参考書を読んで概要を把握すること。復習では
キーワードや専門用語をおさえ，それらの意味を整理すること。

準備学習（予習・復習等）の内容
植物関連の農学基礎科目（植物分類・形態学，基礎植物育種学，
植物遺伝資源学，植物生理生態学）を履修しておくかまたは事前に
自分で学習しておくこと。

教科書
『作物学概論』今井勝 他著（八千代出版）

教科書
指定なし。

参考書
『作物学概論』大門弘幸 編著（朝倉書店）
『作物学』今井勝・平沢正 編著（文永堂出版）
『作物学用語事典』日本作物学会 編（農文協）
『作物生産生理学の基礎』平沢正・大杉立 編著（農文協）

参考書
「園芸学の基礎」（鈴木正彦編著，農文協）
「園芸学入門 第2版」（今西秀雄・小池安比古編著，朝倉書店）
成績評価の方法
出席回数6割以上の者を評価対象とし，定期試験で評価する。

成績評価の方法
定期試験（100％）
なお，変更がある場合は講義で周知する．
その他
作物学研究室（5号館2階202A 室）
オフィスアワー：水曜日12：30～13：20，質問などがあれば研究
室まで来てください。
連絡先は講義内で周知する．

その他
オフィスアワー
岩﨑直人（果樹園芸学研究室，５号館３階306Ａ）
水曜日：12：40－13：30
半田 高（花卉園芸学研究室，５号館３階303Ａ）
火曜日：12：40－13：20
元木 悟（野菜園芸学研究室，５号館３階301Ａ）
水曜日：12：30－13：00
質問などがあれば気軽に研究室まで来てください。
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科目ナンバー：(AG)AGR261J
科

目

名

科目ナンバー：(AG)AGR241J

単位数

担当者

科

2単位

佐々木羊介

目

名

単位数

2022年度以降入学者

動物生産・福祉学

2017～2021年度入学者

動物生産学

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農場の大規模化に伴い，飼養管理の方法が個体管理から群管理へ
変遷したことにより，動物生産の現場では動物福祉（アニマルウェ
ルフェア）の考え方を踏まえた飼養管理が求められている。そこで
本授業では，動物生産に関する基本的な知識や動物福祉に関する考
え方および疫学のアプローチを幅広く学習し，理解することを目的
とする。
《授業の概要》
本授業では，ウシ・ブタ・ニワトリなどの産業動物における飼養
管理と動物福祉（アニマルウェルフェア）や疫学を用いた疾病の予
防方法等に関して解説する。食糧生産・環境コースにおいては学習・
教育目標のＣ・Ｄに対応する科目である。
授業内容
第１回：動物生産・福祉学の概要
第２回：産業動物の生産システム
第３回：産業動物に対する動物福祉（アニマルウェルフェア）
第４回：肉用牛の飼養管理とアニマルウェルフェア
第５回：乳用牛の飼養管理とアニマルウェルフェア
第６回：ブタの飼養管理とアニマルウェルフェア
第７回：ニワトリの飼養管理とアニマルウェルフェア
第８回：その他の産業動物の飼養管理とアニマルウェルフェア
第９回：防疫体制と疾病の予防方法
第10回：産業動物に関わる環境負荷とその対策
第11回：疫学の概要と動物生産における活用法
第12回：観察単位と実験デザインの設定
第13回：生産データの収集と活用法
第14回：まとめ

植物保護学概論

2単位

担当者
糸山・大里・
新屋

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
植物保護学は植物の病気や害虫，線虫等による被害の防除を目的
とする分野である。植物保護学概論では，病害虫の特徴や植物と病
害虫との相互関係について広く理解し，植物病理学，応用昆虫学，
植物線虫学の基礎的知識を習得することを目標とする。
《授業の概要》
植物病理学の分野では，病気の原因や伝染方法を見極め，それを
防ぐさまざまな基礎的，応用的方法を研究する。本講義では，植物
の病気がどのような病原によって，どのような環境で，いかなる機
構で引き起こされるかを概説する。応用昆虫学の分野では，昆虫の
生理・生態学的な特性を活かした害虫防除方法を研究する。本講義
では，昆虫に関する様々な基礎的知見を概説し，新たな害虫管理に
ついて考察する。植物線虫学の分野では，線虫の生物学的特性を解
明し，新たな防除法の開発に繋がる研究を行う。本講義では，線虫
という生物を知ることから始め，農林業上の問題や防除法について
も概説する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣ・
Ｄに対応する科目である。
授業内容
第１回：イントロダクション：植物の病害虫とは何か？（糸山①）
第２回：昆虫と人間の関わり（糸山②）
第３回：昆虫の生活史特性（糸山③）
第４回：植物の病気とは（大里①）
第５回：病原と病気の発生（大里②）
第６回：植物の伝染病（大里③）
第７回：小さな巨人—線虫（新屋①）
第８回：線虫の多様な生活史（新屋②）
第９回：農薬を減らす本当の理由（糸山④）
第10回：害虫と付き合う方法（糸山⑤）
第11回：昆虫とヒトの病気（糸山⑥）
第12回：線虫と他の生物の関係（新屋③）
第13回：植物寄生性線虫病（新屋④）
第14回：病気の伝染・診断・管理（大里④）
※講義の内容や順序は必要に応じて変更することがある。
履修上の注意
レポートの提出期限は厳守すること。

履修上の注意
講義内容について，小テストまたは課題に対するレポートの提出
を課すため，提出期限を厳守すること。本講義を履修前または同時
期に動物関連の科目を履修していることが望ましい。特に基礎動物
生産学と動物資源繁殖学を履修していることが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
各授業における講義資料を Web で配布するため，資料を用いて
予習・復習を行うこと。
教科書
特に定めない

教科書
参考書
『植物病理学』眞山滋志ら著（文永堂出版）
『植物病理学』大木理 著（東京化学同人）
『植物医科学』難波成任ら 著（養賢堂）
『応用昆虫学』石川幸男・野村昌史 編著（朝倉書店）
『バイオロジカル・コントロール』仲井まどから 編著（朝倉書店）
『線虫の生物学』石橋信義 著（東京大学出版会）
成績評価の方法
期末試験（75％）とレポート（25％）で評価する。

参考書
畜産学入門（文永堂出版、2012）
獣医疫学 基礎から応用まで（近代出版、2011）
成績評価の方法
毎回出席を取り，講義での小テスト（50%），課題レポート２回
（30%），定期テスト（20%）で評価する。
その他
動物生産学研究室（５号館５階501A）
オフィスアワー：月曜日：12:30〜13:10

準備学習（予習・復習等）の内容
生物学，化学の基礎的素養を習得しておくこと。

その他
糸山：応用昆虫学研究室（５号館２階208号室）
オフィスアワー：火曜日12:40〜13:20
連絡先：E-mail：mushi ◎ meiji.ac.jp（◎は＠）
大里：植物病理学研究室（５号館３階302号室）
オフィスアワー：月曜日および金曜日12:00〜13:00
連絡先：E-mail：ohsato.meiji ◎ gmail.com
（◎は＠）
新屋：植物線虫学研究室（５号館３階307号室）
オフィスアワー：在室していれば随時可。
※各研究室の HP 等も参照すること。
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科目ナンバー：(AG)AGR281J
科

目

名

環境気象学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR251J
担当者
矢﨑

科

授業内容
第一部 様々なスケールの気象現象と人の生活環境
第１回：a「環境気象学」で学ぶこと（イントロダクション） b 全
球スケールの気象と気候
第２回：気候とバイオーム、植物の一次生産
第３回：局地気象とその成因
第４回：都市気象としてのヒートアイランド現象
第二部 生態系の環境調節機能と炭素循環
第５回：生態系がもつ環境調節機能、
第６回：a 全球と地域の水循環 b 水体や湿地が持つ気象緩和機能
第７回：陸域生態系の炭素循環 －森林、草原、湿地など
第８回：生態系の撹乱と炭素循環 －持続可能な利用とは？
第三部 地球温暖化や大気汚染の現状と対策
第９回：地球温暖化 （１） －現状とメカニズム
第１０回：地球温暖化 （２） －地球温暖化の適応策と緩和策
第１１回：大気汚染・酸性雨とオゾン層破壊

名

農地工学

友嗣

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本科目は、持続可能な人間活動と自然環境の両立に関係する気象
や気候、植物生産に関する基礎的知識の習得を目標とする。授業で
は、全球～局地スケールあるいは群落スケールといった様々なス
ケールでの気象現象、生態系の水・物質循環について考え方を説明
し、人の生活環境や農業生産との関係や、近年問題となっている気
候変化（地球温暖化）について理解することを目標とする。農学科
食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の C および D
に対応する科目である。
《授業の概要》
本科目は3つのパートに分けられる。まず、様々なスケールでの
気象現象と生活環境について説明し、続いてさまざまな生態系の水、
エネルギー、物質循環を説明する。最後に、地球温暖化の現状、影
響と対策、近年の新たな環境評価技術について紹介する。

目

単位数

担当者

2単位

登尾・小島

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
作物生産は，水田や畑を灌漑するための水，肥沃な土壌を適切に
管理することによって可能になる。また，食料生産には，農地を取
り巻く周辺の自然環境との適切な関係が重要である。
この授業では，農地工学の歴史を概観した上で，水田と畑の構造
と機能，水田と畑の灌漑・排水，農地防災の諸問題まで，農地に関
する様々な工学的な視点を提供する。
《授業の達成目標》
農地工学の必要性とその内容，食料生産と農地整備の関係を理解
することを目標とする。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の A・
C・E に対応する科目である。
授業内容
第１回：農地および農地環境工学（小島）
第２回：水田の構造と土壌・地耐力（登尾）
第３回：土地改良法（登尾）
第４回：水田の圃場整備 （1）（登尾）
第５回：水田の圃場整備 （2）（登尾）
第６回：水田の灌漑と排水 （１）（小島）
第７回：水田の灌漑と排水 （２）（小島）
第８回：畑地の圃場整備と造成 （１）（登尾）
第９回：畑地の圃場整備と造成 （２）（登尾）
第10回：畑地の灌漑と排水 （１）（小島）
第11回：畑地の灌漑と排水 （２）（小島）
第12回：農地の保全と防災（小島）
第13回：乾燥地・開発地域の農地環境工学 （１）（小島）
第14回：乾燥地・開発地域の農地環境工学 （２）（小島）

第四部 環境変化に適応するための新たな技術
第１２回：リモートセンシング技術による環境モニタリングと農業の
高度化
第１３回 : 気象情報やモデルの活用による環境評価と活用
第１４回：まとめと振り返りや補足
履修上の注意
緑地学入門（ランドスケープ入門）、農学実験 V、３年生科目の生
産気象学とあわせて履修すると理解が深化する。
普段から気象や環境問題に関するニュースや記事などに関心を持っ
ておくこと。
計算問題を解くので電卓や表計算ソフトがインストールされたパソ
コンを準備してください。

履修上の注意
授業の順序を変更することがある。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に配布する資料や講義内容を振り返り、不明な部分があれば
質問するなど、不明な点は残さないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
講義は教科書に沿って進めるので、予習によって不明な用語等を
把握して講義の際に確認することを勧める。

教科書
パワーポイントと配布資料により授業を進める。

教科書
『農地環境工学第２版』塩沢昌・山路永司・吉田修一郎編（文永
堂出版）

参考書
『農業気象・環境学 第3版』大政謙次ほか （朝倉書店） 2020年
『農業気象学入門』鮫島良次ほか（文永堂出版） 2021年
『農学・生態学のための気象環境学』文字信貴他（丸善） 1997年
『地球環境変動の生態学』日本生態学会編（共立出版）
『気象ハンドブック第3版』新田尚 他著（朝倉書店）
成績評価の方法
評価は、授業後に提示する理解を問う課題（計30％）と定期試験
（70％）で行う。
その他
連絡先：環境気象学研究室（4号館308A 号室）
yazakitm@meiji.ac.jp
オフィスアワー：水曜日12:45～13:15
その他対応可能な時間は対応しますので、お気軽にメールしてく
ださい。

参考書
必要に応じて講義中に示す。
成績評価の方法
小テスト20% と期末テスト80% の合計で評価する。
その他
オフィスアワー
登尾浩助：土地資源学研究室（４号館２階215Ａ室）
水曜日 12：30〜13：30
小島信彦：水資源学研究室（４号館３階304Ａ号室）
水曜日 12：30〜13：20
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科目ナンバー：(AG)AGR251J
科

目

名

応用力学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR251J
担当者
佐藤

科

授業内容
第１回：a のみ：イントロダクション、力とは
第２回：力とモーメント
第３回：支点の種類とつり合いの条件
第４回：反力の求め方
第５回：単純ばりの断面力（集中荷重）
第６回：単純ばりの断面力（等分布荷重）
第７回：片持ちばりの断面力
第８回：張出しばりの断面力
第９回：移動荷重と単純ばりの影響線
第10回：材料の性質と強さ
第11回：断面のもつ幾何学的性質（断面１次モーメント）
第12回：断面のもつ幾何学的性質（断面２次モーメント）
第13回：はり部材の曲げ応力
第14回：はり部材のせん断応力

名

土質力学

直人

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
ダムや水路，橋梁など農業生産を支える様々な構造物を設計する
ためには，外力の作用のもとで構造物内部にはたらく力と構造物の
変位や変形を求める必要がある。
本講義では構造物を設計するために必要な諸量の計算手法を習得
することを目標とする。
《授業の概要》
応用力学では，力のつり合いにより静定構造物の支点反力や断面
力が計算できることを学ぶ。
食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣ・Ｄに対
応する科目である。

目

単位数
2単位

担当者
森

洋

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
地下水の過剰な汲み上げによる地盤沈下，大雨による斜面崩壊や
地震による液状化現象などは，農地や農業水利施設へも大きな影響
を与える。施設構造物の構築のみならず防災面からも，地盤を構成
する土の力学的特性について知ることは重要である。土質力学では，
土の基本的物理量の表わし方を学んだ後，土の種類や水分量の違い
によって地盤に生じる様々な破壊現象について，そのメカニズムを
考える。また，土質力学は，水理学や構造力学，応用力学，測量学
と並んで農業生産環境設備に関する大事な基礎科目の一つである。
《到達目標》
土の力学的特性の基礎を理解し，持続的食糧生産の基盤となる農
地，並びに農地周辺での地盤に生じる破壊現象に関して正しく理解
して説明できることを目標とする。食糧生産・環境コースにおいて
は，学習・教育目標の C（◎）・D（○）に対応する科目である。
授業内容
第１回：土質力学一般
第２回：土の基本的物理量
第３回：土のコンシステンシー
第４回：確認問題解説１
第５回：土の締固め
第６回：土の透水
第７回：確認問題解説２
第８回：有効応力と間隙水圧
第９回：土の圧密
第10回：確認問題解説３
第11回：土のせん断強度
第12回：土圧
第13回：確認問題解説４
第14回：支持力・斜面安定

履修上の注意
１）「力」の基礎から解説するので、高校物理の履修を必須としない。
２）引き続き，構造力学を履修することが望ましい。

履修上の注意
「応用力学」や「構造力学」を履修することが望ましい。
前回の授業内容に関わる確認問題（小テスト）を毎回課しながら，
その理解度に従って授業を進めていく。
関数電卓を常備すること。

準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、講義予定項目について教科書の該当部分を読んでお
くこと。また講義後は講義内容について整理し、課題に再度取り組
むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
予習として，教科書の該当箇所を読んでおくこと。
復習として，教科書の該当箇所を再度読みながら確認問題を解く
こと。

教科書
『基礎から学ぶ構造力学』藤本一男他（森北出版）

教科書
『土質力学』石原研而・著（丸善出版）

参考書
特に指定しない。

参考書
『土質実験

成績評価の方法
平常点（課題提出を含む） 40％
定期試験 60％

成績評価の方法
確認問題（小テスト）７０％、平常点（授業参加・貢献度）３０％

その他
オフィスアワー：火曜日12:30〜13:20（6号館4階6-402）
連絡先（mail）：n_sato@meiji.ac.jp

その他
オフィスアワーと連絡先：最初の講義で提示する。
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基本と手引き』地盤工学会編（丸善出版）

科目ナンバー：(AG)AGR251J
科

目

名

水理学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR291J
担当者
小島

科

《到達目標》
水理学では，水の流れに関する基本的事項を理解し，実際の水理
設計へ適応させるための基礎を身につけることを目的とする。食糧
生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＣ・Ｄに対応する科
目である。
授業内容
第１回ａ：水理学とは何か
ｂ：水理学の対象となる構造物と流れ
第２回：水の物理的性質流れ
第３回：水の流れの種類
第４回：連続の式とベルヌーイの定理
第５回：ベルヌーイの定理の応用
第６回：小オリフィス・大オリフィス
第７回：もぐりオリフィス
第８回：口金
第９回：静水圧の性質
第10回：マノメーター
第11回：平板に作用する水圧
第12回：傾斜平板に作用する水圧
第13回：水門
第14回：まとめ
※理解度によって内容を変更することがある。

名

生産システム学概論

信彦

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
水理学では，河川・運河・農業用排水路など土木工学の一分野と
して，流れを取り扱うのが一般的であるが，その他，水辺の空間の
利用や公園のせせらぎなど，地域環境の整備に水を使用する場合に
も，水の挙動の基本的な性質を知っていることは重要である。また，
水理学は生産環境整備に関わる大事な基礎科目の一つである。
講義では，最初に水の基本的性質について解説を行う。つぎに，
水の流れの性質や表わし方について学ぶ。

目

単位数
2単位

授業内容
第１回：オリエンテーション 生産システムとは
第２回：現在の農業が抱える問題 その１
第３回：現在の農業が抱える問題 その２
第４回：民間の農業参入
第５回：農業生産におけるシステム化１ 苗
第６回：農業生産におけるシステム化２ 施設栽培と養液栽培
第７回：農業生産におけるシステム化３ 植物工場
第８回：農業生産におけるシステム化４ トマト栽培
第９回：農業生産におけるシステム化５ イチゴ栽培
第10回：農業生産におけるシステム化６ 収穫後システム
第11回：環境保全型農業
第12回：流通のシステム化
第13回：農業情報処理
第14回：まとめ

履修上の注意
授業は，幅広い農学分野を紹介します。

準備学習（予習・復習等）の内容
毎回復讐の宿題を出すので、決められた期日までに必ず提出する
こと。

準備学習（予習・復習等）の内容
新聞等の農業に関する記事を注視すること。
教科書
授業中に資料を配付する。

参考書
必要に応じて講義中に示す。

池田

敬

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
食料生産を支える，農業技術・生産システムにはどのようなもの
があるのか，特に農業現場に出たことのない学生にも分かりやすく
説明する。食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＣに
対応する科目である。
《授業の概要》
農業は生物を育てることで人間の生活を豊かにする産業である
が，それには数多くの要因が複雑に絡み合っている。生産システム
学概論では，農業生産システムの入門編として，現在の農業が抱え
る問題や改善点を具体的な事例を挙げて紹介し，体系化された農業
システム下でどのような解決法があるのか，考えるようにする。

履修上の注意
講義は，高校の数学 II までに学んだことを基礎として行う。「生
産環境学入門」
，「農地工学」を履修していることが望ましい。実務
に興味のある学生は応用水理学の履修を推奨する。また，農学実験
VI では水理学に関する基礎的な実験を行うので，原則として履修
すること。

教科書
とくに定めない。

担当者

参考書

成績評価の方法
学期末試験（70％）および復習の宿題（毎週提出）（30％）によ
り評価する。宿題の提出が７割に満たない場合は評価の対象としな
い。

成績評価の方法
期末試験で評価を行う。

その他
水資源学研究室（4号館3階304Ａ号室）
オフィスアワー：水曜日 12：30〜13：20

その他
オフィスアワー
木曜日昼休み
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科目ナンバー：(AG)AGR261J
科

目

名

動物行動学

科目ナンバー：(AG)AGR211J

単位数

担当者

科

2単位

川口真以子

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標及びテーマ》
動物はどのような時にどのような行動をするのだろうか。本講義
では，産業動物や伴侶動物といった家畜の典型的な行動とその発現
機序を理解することにより，話すことのできない動物の福祉と効率
的な飼育管理の両立に有用な知識を習得することを目標とする。
《授業の概要》
主要な家畜や実験動物における社会性，情動，繁殖，養育，摂食
などの行動について紹介し，その背景となる生理，神経 - 内分泌に
ついて解説する。食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標
の C・Ｄに対応する科目である。
授業内容
第１回：動物行動学の概論と家畜の起源
第２回：社会性行動
第３回：動物行動の調節機構１
第４回：動物行動の調節機構２
第５回：なわばりとフェロモン
第６回：学習行動
第７回：情動行動
第８回：脳の性分化
第９回：性行動ときずなの形成
第１０回：養育行動
第１１回：動物行動学研究の基礎的手法
第１２回：摂食行動
第１３回：攻撃行動
第１４回：遊び行動
その他，野生動物の行動，行動学的研究に関する話題
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

目

名

資源植物学

単位数
2単位

担当者
元木

悟

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標およびテーマ》
資源植物と人類の関わりを理解し，利用部位や利用目的に基づい
て資源植物を分類・把握するとともに，資源植物の特徴やその利用
について学ぶ。食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の
Ｃ・Ｄに対応する科目である。
《授業の概要》
人類は多くの植物を資源として利用し，食糧など生存に必要な資
源植物を手に入れている。資源植物には，穀類や豆類，野菜類，牧
草類ばかりでなく，人類の役に立つ多くの作物種やその近縁種が幅
広く含まれる。本講義では，利用部位とその生産性の特性，資源植
物の多様性とその環境適応性について概説する。
授業内容
第１回 a のみ：資源植物の定義
第２回：地球上の生物と資源植物
第３回：利用部位による分類と基本的な形態
第４回：資源植物の利用形態とその利用（種子・果実）その１
第５回：資源植物の利用形態とその利用（種子・果実）その２
第６回：資源植物の利用形態とその利用（種子・果実）その３
第７回：資源植物の利用形態とその利用（茎・根）その１
第８回：資源植物の利用形態とその利用（茎・根）その２
第９回：資源植物の利用形態とその利用（茎・根）その３
第10回：資源植物の利用形態とその利用（葉・花）その１
第11回：資源植物の利用形態とその利用（葉・花）その２
第12回：資源植物の利用形態とその利用（葉・花）その３
第13回：資源植物の多様性とその利用（薬用資源植物など）
第14回：資源植物の多様性とその利用（工業原料作物と飼料作物な
ど）

履修上の注意
本講義を履修前，または同時期に，動物生理・栄養学など動物関
連の科目を履修していることが望ましい。配布資料や参考書をよく
読んで理解を深め、動物行動の面白さや様々な動物とのかかわりの
楽しさを知って欲しい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業前に Oh-o! Meiji より配布資料をダウンロードし読むこと。
授業の後には授業内容を参考書等も用いて理解しなおすこと。
教科書
特に定めない。
参考書
『脳とホルモンの行動学』近藤保彦ら 著（西村書店）
『動物行動図説 家畜・伴侶動物・展示動物』佐藤衆介ら 編（朝
倉書店）
『第４版 カールソン 神経科学テキスト 脳と行動』Neil R. Carlson
著 泰羅雅登ら 監訳（丸善出版）
『獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠 動物行動学』森
祐司ら 著（インターズー）
『ソロモンの指輪』Konrad Lorenz 著 日高敏隆 訳（早川書房）

履修上の注意
栽培学入門など，植物関連の基礎科目を履修していると理解しや
すい。
授業内容と順序は変更する場合がある。
準備学習（予習・復習等）の内容
植物関連の農学基礎科目（栽培学入門など）を履修しておくか，
または事前に自分で学習しておくこと。
教科書
特に指定しないが，必要な資料は配付する。
参考書
『植物資源生産学概論』 池田 武・葭田隆治 編著 （養賢堂）
『栽培植物の自然史』 山口裕文・島本義也 編著 （北海道大学
図書刊行会）

成績評価の方法
ミニテスト（50％）と学期末試験（50％）を行い合計したものを
評価とする。

成績評価の方法
出席回数6割以上の者を評価対象とし，
定期試験100％で評価する。

その他
動物環境学研究室（５号館５階５０２号室）
オフィスアワー：講義終了後１０分。

その他
野菜園芸学研究室（５号館３階301Ａ）
オフィスアワー： 水曜日 12：30－13：00
E-mail： motoki@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)BBI271J
科

目

名

単位数

科目ナンバー：(AG)ENV221J
担当者

科

2022年度以降入学者

植物保全生態学

2017～2021年度入学者

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者
2単位

岡田

久子

植物保全生態学

ランドスケープデザイン学

2017～2021年度入学者

2単位

菅野

博貢

環境デザイン学

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
現代は生命の歴史始まって以来の大量絶滅の時代であり、この生
物多様性の危機を救い、健全な生態系を維持するための科学である
保全生態学の体系を身につける。保全生態学は基礎学と応用学の両
面を持っているので、基礎的な知識を習得するだけでなく、生きも
のの保全のあり方を自分のものとすることを目標とする。
《授業の概要》
生態系を構成している生物はお互いにかかわりを持っているの
で、植物とともに動物の話題にも触れる。湖沼・河川などの水域を
対象に藻類生産の動態や、わが国において主要な自然である里山な
どの二次的な自然を対象に基礎的な生態学の知識に重点を置く。食
糧生産・環境コースにおいては学習教育目標の A・C・E に対応す
る科目である。
授業内容
第１回：なぜ保全生態学を学ぶのか
第２回：自然に対する人間の影響
第３回：生息地の破壊
第４回：生息地のかく乱
第５回：持続可能性はなくなったのか
第６回：保護区の選定
第７回：保護区の設計と管理
第８回：森川海のつながり
第９回：水域生態系の構造と機能
第10回：湖沼や河川における生物生産
第11回：生態系の保全
第12回：ランドスケープレベルでの保全
第13回：生態学的な復元
第14回 a のみ：生物多様性国家戦略から学ぶ

履修上の注意
生物多様性や自然保護についてニュースの背景に関心をもってほ
しい。明治大学のキャンパスとその周辺の自然にあり方について見
識を持ってほしい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で示した内容について調べておく。

授業の概要・到達目標
「ランドスケープデザイン学」では，私たちの身近な生活空間か
ら都市・農村空間までの幅広い環境を対象とし，造園学，都市計画
学，建築学等の視点から，それらの有する形態・デザインを読み解
くための知識を身に着けます。最初に空間の読み解き方について解
説した後、日本と西洋の歴史的ランドスケープデザインを学びつつ、
それらが現代の空間に用いられていることを見ていきます。伝統的
な環境デザインについて一通り学んだ後に、現代の都市や農村空間
の成り立ち、問題点についても考えていきます。
身近な生活環境を見る目を養いつつ，都市や農村の景観，環境問
題について自律的に考える能力を身につけることを達成目標としま
す。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＤ・
Ｅに対応する科目となります。
授業内容
第１回 イントロダクション - 環境デザインとは何か？
第２回 デザイン・リテラシーについて - 空間を鑑る眼をやしなう
第３回 日本の伝統的空間デザイン - 庭園の発祥から寝殿造の庭園
まで - とその今日的空間への応用
第４回 日本の伝統的空間デザイン - 書院造りから禅宗の庭まで とその今日的空間への応用
第５回 日本の伝統的空間デザイン - 露地から大名庭園まで - とそ
の今日的空間への応用
第６回 西洋の古代〜中世の空間デザインとその今日的空間への応
用
第７回 イタリア庭園、フランス整形園のデザインとその今日的空
間への応用
第８回 イギリス風景園及びガーデニングのデザインと今日的空間
への応用
第９回 近代デザインの黎明期 - アーツ・アンド・クラフツ運動か
らアール・ヌーボーまでのデザイン
第10回 近代デザインへの胎動 - アール・デコ、ドイツ工作連盟など
第11回 近代デザインの発生とその後 - バウハウス、デ・ステール、
ルシアン・アヴァンギャルドなど
第12回 戦後のデザイン - ポストモダンの時代
第13回 郊外化とディズニーランド化から見た都市・農村景観のあ
り方
第14回 これからの日本のランドスケープデザイン・まとめ
履修上の注意
私達の身の回りの空間には、多くの歴史的デザインが埋め込まれ
ています。これらは知識がないと気づけないものですが、この授業
を通してそれらを見分ける眼を養います。３週目以降、授業中に学
んだデザインと関係する身のまわりにあるデザインを見つけて報告
してもらい、それらを分析したり議論の対象にします。受講期間中
は、常に身の回りの空間やデザインに注意を向けてください。
準備学習（予習・復習等）の内容
身のまわりの環境に存在するデザインを注意深く見て、理解する
ことに主眼をおきますが、インターネット上には関連する画像が無
数にありますので、積極的に利用し、事前にデザインのイメージを
獲得することを勧めます。

教科書
使用しない。プリントを配布する。
参考書
『保全生態学入門』 鷲谷いづみ・矢原徹一（文一総合出版）
『保全生物学』 樋口広芳ほか（東大出版会）
成績評価の方法
学期末レポート85％、平常点（小課題などの提出物）15％ によ
り評価する。
欠席が5回を超える場合は、学期末レポートを受けつけない。
その他
2号館1階講師控室 および 応用植物生態学研究室（4号館2
階213号室）
オフィスアワー：授業の前後1時間
E-mail: hokada@meiji.ac.jp

教科書
菅野博貢著『空間から読み解く
して使用します。

環境デザイン入門』を教科書と

参考書
その回ごとの内容にそって紹介します。
成績評価の方法
授業中の課題50％，期末テスト50％の割合で評価します。
その他

― 235 ―

科目ナンバー：(AG)AGR224J
科

目

名

農学実験Ⅰ

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)AGR264J
担当者

科

丸橋・池田・
塩津

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
作物の合理的な生産を行うためには形態・生理生態的特徴，遺伝
様式，環境要因などを知ることが必要である。本実験では材料植物，
顕微鏡，培養器具，分析機器の取り扱いの説明を受けた後に，個人
またはグループで実験を行う。
《到達目標》
本実験では，作物の生育と環境の関係や育種技術を理解するため
に，基礎的実験を行い，特別研究での実験実施能力を涵養する。の
専攻科目の共通科目で，食糧生産・環境コースにおいては学習・教
育目標のＤ・Ｇおよび H に対応する科目である。
授業内容
第１回：オリエンテーション（実験のねらい，器具の使用方法説明，
安全教育，班分け）
第２回：イチゴアントシアニン含量の測定
第３回：受精胚珠の観察（顕微鏡の割り当て）
第４回：種子，葉などの形態観察
第５回：茎の形態観察および根の活力や長さの測定
第６回：米の食味官能試験
第７回：各種の糖のモル濃度と糖度計の検量
第８回：限界原形質分離観察による細胞浸透圧の推定
第９回：減数分裂の観察
第１０回：体細胞分裂の観察

目

名

農学実験Ⅱ

単位数

担当者

1単位

川口・佐々木

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
動物生体の機構を骨学を通じて動物まるごとを理解することを学
ぶ。動物行動について学ぶ。実験動物の福祉についても学ぶ。
食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＤ・Ｇ・H に
対応する科目である。
《授業の概要》
骨格標本のスケッチを行う。ラットを用い実験動物の扱い方およ
び動物行動の測定方法について学ぶ。実験動物の飼養及び保定を適
切に実施するために必要な基礎知識の習得を目的とした訓練も行う。
授業内容
第１回：農学実験 II の心構え（安全教育を含む）（川口・佐々木）
第２回：ラットのオープンフィールド試験（川口）
第３回：各種動物の肢骨の比較（佐々木）
第４回：解剖学総論と各種動物の全体骨格の比較（佐々木）
第５回：ラットの社会性行動試験（川口）
第６回：動物研究の実践（川口・佐々木）
第７回：実験結果についてのディスカッション（川口）
第８回：実験結果を基にした仮説の発表（川口）
第９回：レポートまとめ（川口・佐々木）
第１０回：予備とレポートまとめ（川口・佐々木）
第１１回：予備とレポートまとめ（川口・佐々木）
第１２回：総括（川口・佐々木）
※順番は変更することがあります。

履修上の注意
各回とも最初に説明を行うので，遅刻しないこと。実験材料の適
期との関係により実施順序を変更することがある。
白衣を着用する必要のある実験があるので注意すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
不明な内容を明確にし，次回の授業までに質問等で解決しておく
こと。
教科書
教科書は使用しない。適宜プリントを用意する。

履修上の注意
実験に関する説明は毎回開始前に行うので遅刻しないこと。基礎
動物生産学と動物行動学履修済みが望ましい。履修希望者多数の場
合は選考します。
準備学習（予習・復習等）の内容
プリントを配布するので、予習しておくこと。紹介する web-site
のコンテンツをよく読み理解しておく（佐々木分）。
教科書
なし

参考書
「植物生産農学実験マニュアル」日向・羽柴編（ソフトサイエン
ス社）
「改訂農業気象の測器と測定法」日本農業気象学会編（農業技術
協会）
「応用植物科学実験」山口・堀内・森 監修（養賢堂）

参考書
『動物の体の仕組み』著者名（尼崎肇）出版社名（ファームプレス）
『ギャノング生理学 原書２５版』W. F. Ganong 著 岡田 泰伸ら 監
訳（丸善出版）
『脳とホルモンの行動学』近藤保彦ら 著（西村書店）

成績評価の方法
毎回出席をとり，欠席が４回以上のものは評価対象としない。各
テーマへの取り組みの態度とレポートを評価の対象とする。

成績評価の方法
毎回出席を取り，各種レポート（100％）から評価する。

その他
丸橋 亘（植物育種学研究室，５号館２階209Ａ）
池田 敬（生産システム学研究室，５号館２階201Ａ）
塩津文隆（作物学研究室，５号館２階202Ａ）
オフィスアワー 担当実験終了後の１時間

その他
オフィスアワー：実験終了後10分程度
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科目ナンバー：(AG)AGR244J
科

目

名

農学実験 Ⅲ

単位数
1単位

科目ナンバー：(AG)AGR234J
担当者

科

糸山・大里・
新屋

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農学実験 III は植物保護の分野に関わる内容の実験である。作物
や緑化樹に寄生する病原菌や線虫類，昆虫類の形態的特徴や生理・
生態の特性，被害の特徴等を正しく理解するとともに，これらの制
御に関する基本的な知識と技術の習得を目的とする実験を行う。
《授業の概要》
植物病原菌および線虫の形態観察法・分離法・同定法，昆虫の形
態観察法・個体群調査法などの習得を行う。
農学科専攻科目の共通基幹科目で，食糧生産・環境コースにおい
ては学習・教育目標のＤ・Ｇ・H に対応する科目である。
授業内容
第１回：イントロダクション，安全教育，顕微鏡の割当て（全員）
第２回：チョウ目昆虫の外部形態，内部形態の観察（糸山）
第３回：微小害虫の形態観察（糸山）
第４回：植物病原菌の接種法（大里）
第５回：植物病原糸状菌の培養法（大里）
第６回：植物病原糸状菌に対する拮抗細菌の探索（大里）
第７回：野外からの線虫分離と観察（新屋）
第８回：線虫の行動観察（新屋）
第９回：線虫の発生（新屋）
第10回：昆虫の採集と分類（糸山）
第11回：まとめ（全員）
＊実験材料の準備の都合により，実験内容と順番の変更がありうる。

履修上の注意
毎回，実験のはじめに実験の説明を行うので遅刻することの無い
ように注意すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
不明な内容を明確にし，次回の授業までに質問等で解決しておく
こと。
教科書
特に定めない。毎回，実験の資料を配布する。

目

名

農学実験Ⅳ

単位数
1単位

担当者
岩﨑・半田・
元木

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
園芸作物の品質や成分の評価に関する実験を行い，評価方法を修
得するとともに品質向上に関連する栽培技術を理解する。
《授業の概要》
生産物の品質は栽培方法や品種の特性で大きく異なる。生産物の
形質・品質を的確に評価することは，安全で品質の高い生産物を生
産する栽培技術を考えるうえで重要である。そこで，農学実験 IV
では園芸作物を用いて，生産物の品質構成要素を理解するため，青
果物の品種特性と品質評価に関する実験を行う。農学科，共通の専
攻科目であり，食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の
Ｄ，ＧおよびＨに対応する科目である。
授業内容
第１回：a のみ イントロダクション・安全教育（全員）
第２回：園芸作物に含まれるカロテンおよびリコペンの抽出および
定量（元木）
第３回：園芸植物に含まれるクロロフィルの抽出および定量（元木）
第４回：反射式光度計を利用したビタミンＣおよび栄養成分の測定
（元木）
第５回：果実の形態観察と品質の測定Ⅰ（岩﨑）
第６回：果実の形態観察と品質の測定Ⅱ（岩﨑）
第７回：果実品質に影響する要因の解析（岩﨑）
第８回：植物からの DNA 抽出と電気泳動（半田）
第９回：PCR 法による遺伝子の検出と品種識別（半田）
第10回：TLC による花色分析（半田）
※３・４限セットで１回と記載している。

履修上の注意
・毎回実験に先だって手順や注意点の説明をするため遅刻しないこ
と。
・白衣を準備すること。
・材料の関係で予定の項目が入れ替わることがある。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の実験で習得する測定・分析・解析方法に関連する分野につ
いて調べることで深く学習し，レポートを作成する。
教科書
特に指定しない。
毎回，必要な資料を配布する。

参考書

参考書
特に指定しない。
成績評価の方法
実験への取り組み態度およびレポートの提出状況により評価する
（100％）。
その他
応用昆虫学研究室（５号館２階208Ａ号室）
オフィスアワー：火曜日12:40～13:20
植物病理学研究室（５号館３階302Ａ号室）
オフィスアワー：金曜日12:00～14:00
植物線虫学研究室（５号館３階307Ａ号室）
オフィスアワー：在室していれば随時可

成績評価の方法
出席が6回以上の者のみを評価対象とし，レポートで評価する。
その他
オフィスアワー
岩﨑直人（果樹園芸学研究室，５号館３階306Ａ）
水曜日：12：40－13：30
半田 高（花卉園芸学研究室，５号館３階303Ａ）
火曜日：12：30－13：30
元木 悟（野菜園芸学研究室，５号館３階301Ａ）
水曜日：12：30－13：00
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科目ナンバー：(AG)ENV294J
科

目

名

農学実験Ⅴ

科目ナンバー：(AG)AGR254J

単位数

担当者

科

1単位

倉本・菅野・
矢﨑

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本実験はランドスケープ，生態学，気象学，の研究と実践の導入
として，将来生態系の保全・再生およびランドスケープ・デザイン
ならびに気象に関わることを目指す学生向けに開講する。
食糧生産・環境コースにおいては，学習教育目標のＤ・Ｇ・H に
対応する科目である。
《授業の概要》
緑地計画の立案とともに，キャンパスの一部の環境を改変するダ
イナミックな活動を含み，その前後の環境変化をモニタリングする
ことを通して，緑地学，生態学，気象学の入門とする。
授業内容
１回目 ガイダンス、実習準備の指示、安全教育、キャンパス景観・
自然案内（全教員）
2回目 環境調査（生物的環境：植物の発芽）（倉本・矢崎）
3回目 環境調査（非生物的環境：微気象と土壌の環境の計測）（矢
崎・倉本）
4回目 環境調査（改変前の生物・非生物環境）（矢崎・倉本）
5回目 植生管理（キャンパス内の荒れ地の改変、バイオマスの計
測）（倉本・矢崎）
6回目 環境調査（改変後の生物・非生物環境）（矢崎・倉本）
7回目 環境調査（50分２回のアブラコウモリ調査にふりかえる）
（倉本・矢崎）
8～9回目 予備日
10回目 緑地計画の基礎と現地調査（菅野）
11回目 ブレーンストーミングによる計画コンセプトの作成（菅野）
12回目 ゾーニング計画と大まかな施設計画の作成（菅野）
13回目 作成した計画についての講評会（菅野）
14回目 ふりかえり（全教員）

目

名

農学実験Ⅵ

単位数
1単位

担当者
小島・登尾・
服部・佐藤

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
生産環境の整備や地域環境の改善のために必要な土や水の基本的
性質について実験するとともに，生産環境や地域の整備に用いられ
るコンクリートの作製方法や強度に関する実験を行う。これらの実
験項目は，実際の現場で仕事を行う上で不可欠なものである。また，
データの整理については，パソコン等を用いて行う。
《到達目標》
土や水，材料に関して教室で学んでいる基本的な重要な事項を，
実験を通して体験的に習得し，理解することを到達目標とする。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＤ・Ｇ・H に
対応する科目である。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（小島・服部・佐藤）
b：安全教育（小島・服部・佐藤）
第２回：層流と乱流（小島）
第３回：管水路の摩擦損失係数（小島）
第４回：オリフィスの流量係数（小島）
第５回：開水路の流速分布（小島）
第６回：土の密度試験（佐藤）
第７回：粒度試験（佐藤）
第８回：多孔質体中への水平浸潤実験（佐藤）
第９回：熱拡散係数測定（佐藤）
第10回：骨材（砂利・砂）のふるい分け試験（服部）
第11回：骨材の物性試験（密度および吸水率）（服部）
第12回：コンクリート供試体の作製とスランプ試験（服部）
第13回：コンクリートの強度試験（服部）
第14回 a：まとめ（小島・服部・佐藤）
※実験の順番は変更することがあります。

履修上の注意
屋外に出る場合，汚れてもよい服装で，雨にも対応できるような
準備で臨むこと。
※ 新型コロナ感染症で人数制限があるときは、２グループに分
け実施することがある

履修上の注意
実験に支障が出るので遅刻しないこと。
実験内容に直接関係のある「水理学」
「土質力学」の履修を前提
として進める。また，関連する「材料施工学」「土壌学」「土壌物理
学」「応用水理学」「地学実験」の履修が望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容
第1回の授業の際に、各回の準備学習の内容について説明するの
で、事前に主要な概念と方法について予習してくること。
実験の後にレポートや作品を書く際に、身に付けるべき考え方は
何かふりかえりを行うこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
事前に実験に関連する講義内容を復習しておくこと。
不明な内容を明確にし，次回の授業までに質問等で解決しておく
こと。

教科書
特に指定しない。
参考書
参考書として『やさしい造園図面の描き方』『続やさしい造園図
面の描き方』建築資料研究社等

教科書
適宜プリントを配布する。
参考書
文献等はプリントにて紹介する。

成績評価の方法
毎回出欠をとり，４分の３以上の出席がなければ評価の対象とし
ない。出席は加点要素とはしない。
レポート，図面などの成果品で評価する。

成績評価の方法
実験への参加態度30％，レポート70％とする。ただし，出席日数
が 2/3 に満たないものは評価の対象としない。また，レポート
が要求されている実験については，出席とともにレポート提出を
もって出席と認定する。

その他
オフィスアワー
倉本 宣（クラモトノボル kura@meiji.ac.jp 応用植物生態学研
究室 ４ -213Ａ号室 金曜日12：45～13：15）
菅野博貢（カンノヒロツグ kanno@meiji.ac.jp 環境デザイン研
究室 ４ -306Ａ号室 金曜日昼）
矢崎友嗣（ヤザキトモツグ yazakitm@meiji.ac.jp 環境気象学研
究室 ４ -308Ａ号室 水曜日12：45～13：15）

その他
オフィスアワー：
小島 水資源学研究室（4号館3階304Ａ号室）
水曜日 12：30〜13：20
服部俊宏：地域環境計画研究室（4号館2階214A 室）
木曜日 12：30～13：20
佐藤直人：（6号館4階402室）
水曜日 12：40－13：20
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科目ナンバー：(AG)INS915J
科

目

名

専門実習Ⅰ

科目ナンバー：(AG)INS915J

単位数

担当者

科

1単位

岩﨑・小島

目

名

専門実習Ⅱ

単位数

担当者

2単位

岩﨑・小島

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
農学科には，講義のほかに各種の実験・実習科目が設置されてい
るが，時間的に必ずしも十分ではない。農学科では，現場での実務
に対する意識を高めることは非常に重要であると考えている。３年
次以降においては，インターンシップにも対応した科目である。当
科目は，重複履修（一度単位を修得した科目を再度履修すること）
を認めているので，一つの現場にとどまらず，さまざまな現場を体
験することを奨励する。
現場での実習，実習中の日誌および実習のまとめの作成，報告会
での発表を行うものとする。
《到達目標》
専門実習では，単位認定を行うことにより，学生諸君が学外にお
ける農業体験等の実習に積極的に参加して，農学への関心や卒業後
の進路への思考を大いに高めてもらうことを目的としている。食糧
生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＧ・H に対応する科
目である。

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
農学科には，講義のほかに各種の実験・実習科目が設置されてい
るが，時間的に必ずしも十分ではない。農学科では，現場での実務
に対する意識を高めることは非常に重要であると考えている。３年
次以降においては，インターンシップにも対応した科目である。当
科目は，重複履修（一度単位を修得した科目を再度履修すること）
を認めているので，一つの現場にとどまらず，さまざまな現場を体
験することを奨励する。
現場での実習，実習中の日誌および実習のまとめの作成，報告会
での発表を行うものとする。
《到達目標》
専門実習では，単位認定を行うことにより，学生諸君が学外にお
ける農業体験等の実習に積極的に参加して，農学への関心や卒業後
の進路への思考を大いに高めてもらうことを目的としている。食糧
生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＧ・H に対応する科
目である。

授業内容
実習の流れは，以下のとおりである。
・実習先の決定
↓
・農学部事務室へ実習参加届の提出（実習先・実習内容のわかる書
類を添付する）
↓
・書類審査により，単位認定の対象としての可否を決定
↓
・実習に参加
↓
・実習記録の提出
実習日誌（実習者本人）
実習のまとめ（実習者本人）
実習実施報告書（実習先担当者が記入・捺印）
↓
・実習報告会での発表

授業内容
実習の流れは，以下のとおりである。
・実習先の決定
↓
・農学部事務室へ実習参加届の提出（実習先・実習内容のわかる書
類を添付する）
↓
・書類審査により，単位認定の対象としての可否を決定
↓
・実習に参加
↓
・実習記録の提出
実習日誌（実習者本人）
実習のまとめ（実習者本人）
実習実施報告書（実習先担当者が記入・捺印）
↓
・実習報告会での発表

履修上の注意
・履修希望者はガイダンスに必ず出席すること。
・定められた期日までに必ず実習参加届を提出すること。
・実習先については，教員が紹介することもあるが，原則として自
分で探すこと。
・実習期間は実働5日以上とする。
・単位認定の対象とならなかった場合ならびに実習先が見つからな
かった場合の履修取り消しを認める。
・２・３月の実習に参加した場合は，次年度の履修科目として取扱
う。

履修上の注意
・履修希望者はガイダンスに必ず出席すること。
・定められた期日までに必ず実習参加届を提出すること。
・実習先については，教員が紹介することもあるが，原則として自
分で探すこと。
・実習期間は実働10日以上とする。
・単位認定の対象とならなかった場合ならびに実習先が見つからな
かった場合の履修取り消しを認める。
・２・３月の実習に参加した場合は，次年度の履修科目として取扱
う。

準備学習（予習・復習等）の内容
まず事前に実習先を探してみること。見つからない場合は教員に相
談する。

準備学習（予習・復習等）の内容
まず事前に実習先を探してみること。見つからない場合は教員に相
談する。

教科書
とくに定めない。

教科書
とくに定めない。

参考書
とくに定めない。

参考書
とくに定めない。

成績評価の方法
実習後の提出書類３点および実習報告会で発表を行った者につい
て評価する。
実習場所責任者評価（40％），実習日誌・まとめ（50％），発表（10％）
とする。

成績評価の方法
実習後の提出書類３点および実習報告会で発表を行った者につい
て評価する。
実習場所責任者評価（40％），実習日誌・まとめ（50％），発表（10％）
とする。

その他
オフィスアワー
岩崎 果樹園芸学研究室（５号館３階306Ａ）
水曜日：12：40〜13：30
小島 水資源学研究室（４号館３階304A）
水曜日 12：30～13：20

その他
オフィスアワー
岩崎 果樹園芸学研究室（５号館３階306Ａ）
水曜日：12：40〜13：30
小島 水資源学研究室（４号館３階304A）
水曜日 12：30～13：20
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科目ナンバー：(AG)AGR321J
科

目

名

食用作物学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR321J
担当者
塩津

科

授業内容
第１回：a のみ：イントロダクション
第２回：日本と世界の食糧生産の動向
第３回：穀類（イネ１ 来歴・生産状況，形態，生長・発育）
第４回：穀類（イネ２ 生理生態）
第５回：穀類（イネ３ 品種・育種）
第６回：穀類（イネ４ 栽培，品質）
第７回：穀類（コムギ，オオムギ，その他のムギ類）
第８回：穀類（トウモロコシ，モロコシ）
第９回：穀類（キビ，アワ，その他の穀類）
第１０回：マメ類（ダイズ）
第１１回：マメ類（ラッカセイ，アズキ，その他のマメ類）
第１２回：イモ類（ジャガイモ）
第１３回：イモ類（サツマイモ，キャッサバ，その他のイモ類）
第１４回：地球環境と作物生産

単位数
2単位

担当者
大潟

直樹

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
食用作物は，収穫後比較的単純な処理で食糧となるが，工芸作物
は利用（工業原料，飲料，衣料，食用，医薬等）されるまでに多く
の処理・加工（工業的過程）を要する。また，適地適作による高品
質が重視され，生産地や出荷地の名称を冠した銘柄の成立すること
が多い。生活の安定した社会では，化学合成品よりも工芸作物に由
来する製品（天然物）への要求が高まっている。教科書を基本にし，
スライドを用いて解説を行う。
《到達目標》
本講義では，用途別に類型化した作物群を基礎としていくつかの
重要な作物に関する生産技術の理論を理解し，それを応用する能力
を得ることを目標とする。
授業内容
第１回：工芸作物総論
第２回：繊維作物
第３回：油料作物 （１）
第４回：油料作物 （２）
第５回：嗜好料作物 （１）
第６回：嗜好料作物 （２）
第７回：香辛料作物
第８回：芳香油料作物
第９回：染料作物
第10回：薬用作物
第11回：糖料作物
第12回：デンプン・糊料作物
第13回：ゴム・樹脂料作物
第14回：まとめ

履修上の注意
本講義では食用作物分野で特に重要な作物を取り扱う。あらかじ
め「栽培学入門」，「植物生理生態学」，「作物学概論」を受講してお
くことが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習では教科書や参考書を読んで概要を把握すること。復習では
キーワードや専門用語をおさえ，それらの意味を整理すること。
教科書
『作物学』今井勝・平沢正

名

工芸作物学

文隆

授業の概要・到達目標
人間の主食となる食用作物の定義，生産状況などについて概説す
る。そのあと，穀類，マメ類，イモ類に分類し，それぞれの作物の
来歴，形態，生長，生理生態，品種，栽培技術，品質などについて
解説する。また，近年の地球環境問題と作物生産に関連する内容に
ついても講義の中で触れる。
本講義では，食用作物の特徴やその重要性などの基礎的知識を学
修し，それらを実際の食用作物生産の現場において応用する能力を
修得する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の C
および D に対応する科目である。

目

履修上の注意
あらかじめ「作物学概論」および「食用作物学」を受講しておく
ことが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
教科書に沿って講義を進めるので，次回の講義範囲に該当する箇
所をあらかじめ読んでおくことが望ましい。
教科書
『作物学』今井勝・平沢正 編著（文永堂出版）

編著（文永堂出版）

参考書
『農学基礎シリーズ 作物学の基礎Ⅰ 食用作物』後藤雄佐・新
田洋司・中村聡 著（農文協）
『作物学用語事典』日本作物学会 編（農文協）

参考書
『農学基礎シリーズ 作物学の基礎Ⅱ
村聡 他著（農文協）

資源作物・飼料作物』中

成績評価の方法
定期試験（100％）
なお，変更がある場合は講義内で周知する。

成績評価の方法
定期試験 100％

その他
作物学研究室（5号館2階202A 室）
オフィスアワー：水曜日12：30～13：20，質問などがあれば研究
室まで来てください。

その他
オフィスアワー：最初の講義で指示する
メールアドレス：最初の講義で示す
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科目ナンバー：(AG)AGR331J
科

目

名

野菜園芸学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR331J
担当者
元木

科

授業内容
第１回 a のみ：野菜園芸の栽培環境と作型
第２回：野菜園芸の現状と経営の特徴
第３回：葉茎菜類 その１．茎菜類（アスパラガス）
第４回：葉茎菜類 その２．茎菜類（アスパラガスなど）
第５回：葉茎菜類 その３．葉菜類（結球・非結球野菜：キャベツ，
ハクサイ，レタスなど）
第６回：葉茎菜類 その４．葉菜類（ホウレンソウと鱗茎野菜：ネ
ギ，タマネギなど）
第７回：花菜類（ブロッコリー，カリフラワーなど）
第８回：根菜類（ダイコン，ニンジン，サトイモなど）
第９回：果菜類 その１．ナス科（トマト，ピーマンなど）
第10回：果菜類 その２．ウリ科（キュウリ，カボチャなど）およ
びバラ科（イチゴ）
第11回：果菜類 その３．マメ科（エダマメなど）およびイネ科（ス
イートコーンなど）
第12回：その他の品目（薬用作物，キノコ類など）
第13回：野菜の販売戦略と地域活性化
第14回：野菜の品質と鮮度保持，流通と販売

履修上の注意
栽培学入門や資源植物学，園芸学概論など，植物関連の基礎科目
を履修していると理解しやすい。
授業内容と順序は変更する場合がある。
準備学習（予習・復習等）の内容
植物関連の農学基礎科目（栽培学入門や資源植物学，園芸学概論
など）を履修しておくか，または事前に自分で学習しておくこと。
教科書
『野菜園芸学の基礎』 篠原

名

花卉園芸学

悟

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標およびテーマ》
野菜は人間の生存にとって欠かせない食材であると同時に，食生
活を豊かにする嗜好性の高い食材でもある。本講義では野菜の生産
や利用，さらには新しい野菜の開発や導入などにおける諸問題を解
決する能力を得るための基礎を論述する。食糧生産・環境コースに
おいては，学習・教育目標のＣ・Ｄに対応する科目である。
《授業の概要》
主要野菜（葉茎菜類ではアスパラガスやキャベツ，ハクサイ，レ
タス，ネギ，タマネギなど，花菜類ではブロッコリーやカリフラワー
など，根菜類ではダイコンやニンジンなど，果菜類ではトマトやピー
マン，イチゴ，エダマメなど）を具体例として挙げ，野菜の発育生
理および生態と生産技術について述べる。また，野菜生産の歴史と
現状，さらには先進的な生産技術についても論述する。

目

単位数
2単位

担当者
半田

高

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
観賞植物である花卉は，他の農作物とは異なる育種・栽培・利用
が行われている。本講義では，花卉の多様性や人間の感性に与える
効果を考えながら，花卉の特徴やその利用について学ぶ。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣ・
Ｄに対応する科目である。
《授業の概要》
本講義では花卉（観賞植物）の遺伝資源・分類・育種・繁殖・栽
培・利用の現状や技術について様々な資料をもとに解説し，将来展
望を討議する。
授業内容
第１回：花卉とは？
第２回：花卉園芸の歴史
第３回：花卉遺伝資源と生態
第４回：花卉の分類
第５回：花卉の育種
第６回：花卉の繁殖
第７回：光と花卉
第８回：温度と花卉
第９回：土と花卉
第10回：水・肥料・植物生長調節物質と花卉
第11回：花卉の病害虫防除
第12回：花卉の流通
第13回：花卉の利用
第14回：まとめ

履修上の注意
特になし。
準備学習（予習・復習等）の内容
園芸学概論は必ず受講しておくこと。、
植物系の農学基礎科目（植物分類・形態学，基礎植物育種学，植
物遺伝資源学，植物生理生態学）を履修しておくかまたは事前に自
分で学習しておくことが望ましい。
教科書
特に定めない。
講義毎に資料を配布する。

温 編著 （農文協）

参考書
『野菜園芸学 第2版』 金山喜則 編
（文永堂出版）
『園芸利用学』 山内直樹・今堀義洋 編
（文永堂出版）
『園芸生産学』 小池安比古 編著 （朝倉書店）
『図説 野菜新書』 矢澤 進 編著 （朝倉書店）
ほか

参考書
腰岡政二「花卉園芸学の基礎」（農文協）
大川 清「花卉園芸総論」（養賢堂）
今西英雄「花卉園芸学」（川島書店）

成績評価の方法
出席回数6割以上の者を評価対象とし，
定期試験100％で評価する。

成績評価の方法
出席率６割以上のものを評価対象とし，授業でのミニレポート
（30％）ならびに学期末の試験（70％）で評価する。

その他
野菜園芸学研究室（５号館３階301Ａ）
オフィスアワー： 水曜日 12：30－13：00
E-mail： motoki@meiji.ac.jp

その他
半田 高
花卉園芸学研究室（５号館３階303A）
オフィスアワー：火曜日12：40−13：20
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科目ナンバー：(AG)AGR331J
科

目

名

果樹園芸学

科目ナンバー：(AG)AGR331J

単位数

担当者
岩﨑

2単位

科

授業内容
［第１回］a：イントロダクション（果樹園芸の定義）
b：果樹の栽培と環境：適地適作と休眠
［第２回］果樹の種類と結果習性
［第３回］花芽分化とそれに関与する要因
［第４回］受粉受精と結実（自家受粉と他家受粉）
［第５回］果樹の単為生殖（珠心胚の形成）とその利用
［第６回］果実の発育と組織学的および生理学的変化
［第７回］樹体の物質生産と転流
［第８回］品質構成要素と生産環境
［第９回］果実の成熟生理と果実の機能性
［第10回］果実の貯蔵と流通
［第11回］樹形とせん定，時期と方法
［第12回］樹勢・結実と樹体の物質生産
［第13回］果樹の育種・栄養繁殖の利点と欠点
［第14回］a：試験
b：試験の正答解説

単位数
2単位

担当者
岩﨑

直人

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
園芸作物の主要な繁殖法である種子繁殖法と栄養繁殖法の理論を
理解し，応用する能力を修得することを目標とする。
《授業の概要》
植物の主要な繁殖法である種子繁殖および栄養繁殖法に係わる諸
問題について解説するとともに，園芸作物を中心に繁殖に関連する
植物の生理について講述する。また，特に永年作物における繁殖法
による植物機能の調節や，苗木生産の手法等についても解説する。
農学科，生物資源関係の専攻科目（共通基幹科目）で，食糧生産・
環境コースにおいては学習・教育目標の C および D に対応する科
目である。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（種苗生産の目的）
b：植物の繁殖様式の分類
第２回：繁殖に用いられる組織および器官とその性質
第３回：種子繁殖の生理
第４回：単為生殖とその利用
第５回：栄養繁殖の分類と利点
第６回：接ぎ木繁殖の理論
第７回：接ぎ木繁殖法の種類と台木
第８回：接ぎ木繁殖による機能の付与
第９回：挿し木・取り木繁殖の理論
第10回：挿し木繁殖における発根の生理
第11回：挿し木の方法と特徴
第12回：組織培養による繁殖法
第13回：種苗生産の現状・まとめ
第14回 a：試験
b：試験の正答解説

履修上の注意
植物関連の基礎科目を履修していると理解しやすい。
準備学習（予習・復習等）の内容
各回の授業で配布された資料については，次回の授業前に必ず確
認し，理解を深めること。
教科書
特に指定しないが，必要な資料は配付する。
参考書
果樹園芸学（米森敬三 編集，朝倉書店）
果樹園芸大要（小林 章 著，養賢堂）
果樹園芸学の基礎（伴野 潔・山田 寿・平
果樹園芸学（金浜耕基 編，文永堂出版）

名

園芸植物繁殖学

直人

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
今日までに確立された果実生産技術の理論を理解することによ
り，それらを応用する能力を習得することを目標とする。
《授業の概要》
果樹は他の園芸作物とは異なってほとんどが樹木作物であり，永
年作物である。また，樹を育てることではなく果実を生産すること
が目的であることから，栽培管理上注意しなければならない点が１
年生作物に比べて異なることも多い。本講義では日本で栽培されて
いる主要な果樹の生理・生態的特徴について解説する。
農学科，生物資源関係の専攻科目で，食糧生産・環境コースにお
いては学習・教育目標の C および D に対応する科目である。

目

履修上の注意
植物関連の基礎科目を履修していると理解しやすい。
準備学習（予習・復習等）の内容
各回の授業で配布された資料については，次回の授業前に必ず確
認し，理解を深めること。
教科書
特に指定しないが，必要な資料は配付する。

智

著，農文協）

参考書
園芸種苗生産学（今西英雄

他，朝倉書店）

成績評価の方法
100％定期試験で評価する。

成績評価の方法
100％定期試験で評価する。

その他
果樹園芸学研究室（５号館３階306Ａ）
オフィスアワー：水曜日：12：40〜13：30，質問などがあれば気
軽に研究室まで来てください。

その他
果樹園芸学研究室（５号館３階306Ａ）
オフィスアワー：水曜日：12：40〜13：30，質問などがあれば気
軽に研究室まで来てください。
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科目ナンバー：(AG)AGR321J
科

目

名

植物成長制御学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR311J
担当者

科

池田・元木・
矢崎

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標およびテーマ》
植物の成長のしくみは，私たちの想像以上に精緻である。いろい
ろな植物における成長のしくみを理解することで植物の成長を制御
し，農業の生産現場において作物の生産性向上につなげる手法を学
ぶ。食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣ，Ｄに
対応する科目である。
《授業の概要》
実際の栽培現場で行われている植物の成長制御の手法を紹介しな
がら，栽培環境や気象環境などと植物の成長を制御するための技術
について概説する。また，植物の成長を制御する物理的および化学
的要因について概説し，それらの諸要因と植物ホルモンとの関連，
農業における植物成長調整剤の利用についても講述する。さらに，
青果物および切り花の鮮度保持と貯蔵についても概説する。
授業内容
第１回 a のみ：植物成長制御学とは
第２回：施設における環境制御 温度
第３回：施設における環境制御 風
第４回：施設における環境制御 光 その１
第５回：施設における環境制御 光 その２ CO2ほか
第６回：施設における環境制御 制御技術
第７回：農地の微気象・土壌環境制御
第８回：農業気象情報を用いた農地の環境制御
第９回：栽培環境と成長制御 その１
第10回：栽培環境と成長制御 その２
第11回：栽培環境と成長制御 その３
第12回：農業における植物成長調整剤の利用
第13回：青果物の鮮度保持と貯蔵
第14回：切り花の鮮度保持と貯蔵

目

名

植物育種学

単位数
2単位

担当者
丸橋

亘

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
植物の生殖細胞および体細胞を対象に開発された育種技術につい
てその原理を理解する。
《授業の概要》
植物が正常に機能する生殖細胞を作らないとき，始めてその本来
の機能に気づかされることがある。育種技術者はこれまで正常に機
能しない生殖細胞を育種上有効に利用する方法を考案してきた。ま
た，体細胞に対しても直接変異を導入する手段を工夫して来た。こ
の授業ではその詳細を解説する。農学科食糧生産・環境コースにお
いては学習・教育目標のＣ及びＤに対応する科目である。
授業内容
第１回：a のみ：イントロダクション
第２回：植物の生殖様式
第３回：植物の雌雄性
第４回：雄性生殖器官の形成
第５回：雄性生殖器官の形成不全とその利用
第６回：雌性生殖器官の形成
第７回：雌性生殖器官の形成不全とその利用
第８回：受粉と受精
第９回：受精前の障害とその利用
第10回：受精後の障害
第11回：受精前後の障害の克服
第12回：細胞融合とその利用
第13回：新しい育種技術
第14回：補遺

履修上の注意
栽培学入門や資源植物学，作物学概論，園芸学概論，生産システ
ム学概論，野菜園芸学，生産システム学，生産気象学など，植物お
よび気象関連の科目を履修していると理解しやすい。授業内容と順
序は変更する場合がある。
準備学習（予習・復習等）の内容
植物関連の農学基礎科目（栽培学入門）を履修しておくか，また
は事前に自分で学習しておくこと。
教科書
特に指定しないが，必要な資料は配付する。

履修上の注意
「遺伝学」、「基礎植物育種学」を履修していることが望ましい。

参考書
講義のなかで紹介する。

準備学習（予習・復習等）の内容
高校生物の教科書に記載されている、「遺伝情報の発現」、「有性
生殖」、「植物の発生」等の項目を再読しておくことを勧めます。

成績評価の方法
出席回数6割以上の者を評価対象とし，
定期試験100％で評価する。
その他
オフィスアワー
元木 悟（野菜園芸学研究室，５号館３階301Ａ）
水曜日：12：30－13：00
E-mail： motoki@meiji.ac.jp
池田 敬（生産システム学研究室，５号館２階201Ａ）
木曜日：12：40－13：20
E-mail： agrisys@meiji.ac.jp
矢崎友嗣（環境気象学研究室，４号館３階308Ａ）
水曜日：12：40－13：20
E-mail： yazakitm@meiji.ac.jp
質問などがあれば気軽に研究室まで来て下さい。

教科書
使用しない。
参考書
『植物の発生学』ボジュワニ・バトナガー著 / 足立・丸橋訳（講
談社サイエンティフィク）その他，授業において適宜，紹介する。
成績評価の方法
複数課題に対する解答文により評価する。
その他
オフィスアワー：メール（marubasi@meiji.ac.jp）でアポイント
メントをとって来室して下さい。
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科目ナンバー：(AG)AGR391J
科

目

名

単位数

生産システム学

2単位

科目ナンバー：(AG)AGR261J
担当者
池田

科

授業内容
第１回：施設内農作物生産
第２回：農業施設の構造および資材
第３回：養液栽培システム１ 水耕
第４回：養液栽培システム２ 固形培地耕
第５回：養液栽培システム３ 養液土耕
第６回：農業の機械化
第７回：ロボットの農業への応用
第８回：ポストハーベストのシステム化
第９回：様々な環境における農業システム１
第10回：様々な環境における農業システム２
第11回：植物および環境計測技術１ 水
第12回：植物および環境計測技術２ その他
第13回：生産システムの将来・宇宙農業
第14回：まとめ

履修上の注意
生産システム学概論を履修していることが望ましい。

名

動物資源繁殖学

敬

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農業における生産効率化技術や，施設栽培・養液栽培に関する技
術を詳しく説明する。また栽培環境に関わる計測技術などを説明す
ることで，現代農業の現状を理解できるようにする。食糧生産・環
境コースにおいては学習・教育目標のＤ・Ｅに対応する科目である。
《授業の概要》
作物生産には大きく分けて２つのファクターがある。農作物（ソ
フト）と環境（ハード）である。生産システム学では，主に施設栽
培および養液栽培を中心として，環境とそこで育つ農作物を相互に
考察することで，それらがいかに密接に関係しているのか，重要性
を認識する。

目

単位数

担当者

2単位

佐々木羊介

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
世界人口の増加に伴う食料問題への対応として，安定した動物生産
やそのための生産基盤の構築が求められている。そこで本授業では，
動物繁殖に関する関する基本的な知識や動物生産システムと繁殖管
理の関わり合いに関する考え方を幅広く学習し，理解することを目
的とする。
《授業の概要》
本授業では，動物繁殖に関する基本的な知識を解説し、ウシ・ブタ・
ニワトリなどの産業動物の生産システムと繁殖管理との関わり合い
を解説する。食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＣ・
Ｄに対応する科目である。
授業内容
第１回：動物資源繁殖学の概要
第２回：産業動物の種類とその役割
第３回：雌と雄の生殖器の構造と機能
第４回：雌と雄の繁殖生理と内分泌
第５回：肉用牛のライフサイクルと生産システム
第６回：肉用牛の繁殖管理
第７回：乳用牛のライフサイクルと生産システム
第８回：乳用牛の繁殖管理
第９回：ブタのライフサイクルと生産システム
第10回：ブタの繁殖管理
第11回：ニワトリのライフサイクルと生産システム
第12回：ニワトリの繁殖管理
第13回：繁殖群の計数管理
第14回：まとめ

履修上の注意
講義内容について，小テストまたは課題に対するレポートの提出
を課すため，提出期限を厳守すること。本講義を履修前または同時
期に動物関連の科目を履修していることが望ましい。特に基礎動物
生産学を履修していることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容
新聞等の農業に関する記事を注視すること。

準備学習（予習・復習等）の内容
各授業における講義資料を Web で配布するため，資料を用いて
予習・復習を行うこと。

教科書
授業中に資料を配付する。

教科書
特に定めない

参考書

参考書
畜産学入門（文永堂出版、2012）
獣医疫学 基礎から応用まで（近代出版、2011）

成績評価の方法
期末試験（もしくはレポート）で評価を行う。

成績評価の方法
毎回出席を取り，講義での小テスト（50%），課題レポート２回
（30%），定期テスト（20%）で評価する。

その他
オフィスアワー
金曜日昼休み

その他
動物生産学研究室（５号館５階501A）
オフィスアワー：月曜日：12:30〜13:10
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科目ナンバー：(AG)AGR361J
科

目

名

動物資源機能利用学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR321J
担当者
坂田

科

授業内容
第１回：食肉および食肉加工の歴史
第２回：食肉生産と流通の現況
第３回：と畜と解体処理
第４回：骨格筋の構造と食肉の熟成
第５回：食肉の保存（冷蔵と冷凍）
第６回：食肉肉製品の種類と製造法 （１）
第７回：食肉製品の種類と製造法 （２）
第８回：食肉の加工特性と製造理論
第９回：食肉の栄養と機能性
第10回：鶏卵の生産，鮮度と品質
第11回：鶏卵の栄養機能性，利用
第12回：乳および乳製品の種類と製造法
第13回：乳成分の利用など
第14回：畜産副産物の利用

名

熱帯農学

亮一

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
家畜から生産される畜産物のうち，主として肉，乳，卵を対象に，
生産性や品質保証などを理解し，これら畜産物の処理，加工，貯蔵，
流通上の技術的諸問題，食品としての機能性，さらに食文化にいた
るまで，総合的に学習を進める。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣ・
Ｄに対応する科目である。
《授業の概要》
本講義では，動物資源を「肉」「卵」「乳」に分け，それぞれ食肉，
鶏卵，牛乳を対象に，加工・技術および加工製品を中心とした利用
と加工技術や食品素材としての価値，機能特性などについて講述す
る。
昨年は一時リモート授業で行ったこともあったが，原則対面形式
で授業を実施する。

目

単位数
2単位

担当者
皆川

礼子

授業の概要・到達目標
≪概要≫
熱帯地域の自然環境（気候，植生，土壌など）を利用した伝統的
な農業形態と農業技術の改善による近代農業，さらに大規模なプラ
ンテーションについて学ぶ。また，地球温暖化や熱帯林破壊などの
問題と熱帯地域で行われている農業の現状を理解し，グローバルな
視点で熱帯農業のあり方について考える。
≪目標≫
熱帯の環境に適応した熱帯農業の特性，代表的な熱帯の作物の種
類と栽培方法を理解する。そして，熱帯農業資源の評価，熱帯産作
物の流通，熱帯農業の展望をまとめ，熱帯における農業のあり方に
関する思考力を養うことを目標とする。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＡ・Ｃ・Ｄに
対応する科目である。
授業内容
第１回：「熱帯農学」とは 熱帯の特性と農業の起源
第２回：熱帯の環境 （1） 気候と作物の種類
第３回：熱帯の環境 （2） 生物相と農業
第４回：熱帯の環境 （3） 生態系と農業的土地利用
第５回：熱帯の伝統的な農業 （1） アグロフォレストリー
第６回：熱帯の伝統的な農業 （2） 栽培の起源と作物
第７回：畑作の特性と栽培技術 （1） 熱帯果実
第８回：畑作の特性と栽培技術 （2） イモ類
第９回：畑作の特性と栽培技術 （3） プランテーション
第10回：畑作の特性と栽培技術 （4） 香辛料と嗜好品
第11回：稲作の現状と生産性
第12回：熱帯における農地の造成と農地の改良・保全
第13回：熱帯林と共存する
第14回：熱帯地域で生産される農作物の流通・熱帯農業の展望

履修上の注意
熱帯地域で行われている農業に関するすべてに興味を持ち，授業
に参加すること。シャトルカードを利用し，質問や意見を積極的に
伝えることが望ましい。
履修上の注意
化学，生物学を基礎にした内容であることから，既修得の関連基
礎科目を復習しておくことが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業後は講義資料を整理し，習った項目について自分でも調べ，
ノートを作成するように。
教科書
適宜配布する資料および下記の書籍の中で主に①の内容に沿って
授業を進める。
参考書
①『新食品加工学』吉田勉編・坂田亮一他著（医歯薬出版），②『畜
産物利用学』斉藤忠夫他編（文永堂出版）
成績評価の方法
原則、筆記試験で最終評価を行うが、授業の出席状況、出席カー
ドの記載内容（毎回授業中に質問事項あり）、課題レポートの提出
状況と記述内容等も評価に入れる。
その他
担当者の連絡先：日本食肉科学会
メール宛先：sakata@azabu-u.ac.jp
日本食肉科学会ウェブ：https://jmeatsci.org/

準備学習（予習・復習等）の内容
新聞などで最新の情報を得ること。興味ある事項は文献などで調
べて知識を増やしてほしい。受講後は必ず資料を参考にして復習し，
次回の講義まで理解しておくこと。
教科書
指定しない。
参考書
『熱帯農業概論』田中 明・編著（築地書館）
『熱帯生態学』長野敏英・編（朝倉書店）
『熱帯雨林総論』T. C. ホイットモア著，熊崎 実・小林繁男監訳（築
地書館）
それぞれの講義に必要な資料はプリントして配布する。また，上
記以外の参考書は適宜授業で紹介する。
成績評価の方法
成績評価は定期試験の結果（100％）で判定する。
その他
オフィスアワー：最初の講義で示す。
連絡先：最初の講義で示す。
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科目ナンバー：(AG)AGR321J
科

目

肥料学

名

科目ナンバー：(AG)AGR341J

単位数
2単位

担当者
伊藤

科

《授業の達成目標》
農業生産現場で利用される肥料資材に関して、その成分を保証す
るための法令、肥料の種類、それを作物等へ施用するときの原理、
作用機構、肥料が環境におよぼす影響等を知り、作物生産のための
肥料の有効利用技術の基盤となる知識を修得する。
授業内容
第１回：植物の必須要素と肥料、肥料法と肥料の定義・分類
第２回：肥料に関する特殊な用語につて
第３回：主な窒素質肥料の種類と製造法・特性
第４回：窒素の土壌中における挙動と作物による吸収と働き
第５回：主なりん酸質肥料の種類と製造法、土壌中での挙動と作物
による吸収と働き
第６回：主な加里質肥料の種類、土壌中での挙動と作物による吸収
と働き
第７回：石灰質肥料とアルカリ分と土壌中での挙動、苦土（質）肥
料
第８回：マンガン質肥料、ほう素質肥料、添加が許される微量元素
（鉄、銅、亜鉛）、けい酸質肥料
第９回：複合肥料（化成肥料、配合肥料）の種類と特徴
第10回：肥効調節型肥料、緩効性肥料
第11回：有機質肥料の種類と特性
第12回：堆肥と土壌改良資材、その種類と特性
第13回：植物に対する特異的な養分供給機構とバイオ肥料
第14回：講義内容の総括

名

植物病理学

紘子

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
本講義では、まず日本における肥料の取り扱いに関する法令と
様々な肥料の種類と特性を知り、作物が必要とする無機養分の種類
と土壌環境中における化学形態の変化や、作物による吸収と体内で
の働きおよび欠乏症等を学ぶ。さらに土壌、微生物との相互作用、
それらを用いたバイオ肥料の利用について学ぶ。食糧生産・環境コー
スにおいては学習・教育目標の A・C・D に対応する科目である。

目

単位数
2単位

担当者
大里

修一

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
植物病原菌の病原性と植物の病害抵抗性の関係を理解し，安全で
効果的に病気を防ぐ方法を考えながら，分子レベルで植物の病気を
とらえ考察することを目標とする。
《授業の概要》
植物病原菌の病原性，植物の病害抵抗性など宿主 - 病原菌相互反
応について，生理・生化学的および分子遺伝学的視点から概説する。
食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣ・Ｄに対応
する科目である。
授業内容
第１回：イントロダクション（植物病理学とは）
第２回：病原菌における病原性の分化
第３回：病原菌の分化型とレース
第４回：植物の病害抵抗性機構の概要
第５回：植物の静的病害抵抗性：物理的要因
第６回：植物の静的病害抵抗性：化学的障壁
第７回：植物の動的病害抵抗性：抵抗性の分子機構
第８回：植物の動的病害抵抗性：抵抗性誘導の情報伝達
第９回：病原菌の病原性：宿主に侵入する能力
第10回：病原菌の病原性：宿主の抵抗性に打ち勝つ能力
第11回：病原菌の病原性：宿主を発病させる能力
第12回：病原菌の病原性発現機構
第13回：植物病害の分子診断法
第14回：新しい植物病害防除法

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
「土壌学」「作物学概論」「植物生理生態学」など植物関連の農学
基礎科目を履修しておくことが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業範囲について事前に教科書等で調べておくこと。また、
毎回配布する資料について、次回の講義前に必ず復習し、理解を深
めておくこと。講義ごとに小テストで理解度を確認する。
教科書
「新植物栄養学・肥料学」米山忠克、長谷川功、関本
朝倉書店
適時、プリントを用意する。

均ほか

参考書
①土壌肥料用語事典 第２版 藤原俊六郎、安西徹郎、小川吉雄、
加藤哲郎 編 農文協
②土の微生物学 服部 勉、宮下清貴 養賢堂
成績評価の方法
平常点（講義への参加・貢献度、小テスト）50% とレポート50％
により総合的に評価する。
レポート課題は11回〜13回のいずれかの講義で示す。
欠席が1/3を超えた場合は評価の対象としない。
その他
オフィスアワーおよび連絡先：最初の講義で示す。

履修上の注意
植物保護学概論を必ず履修し，菌類および細菌病について理解を
深めておくこと。また，植物病害制御学も合わせて履修することが
望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に配布する資料や参考書の該当箇所を復習すること。
教科書
『植物病理学』眞山滋志ら / 著（文永堂出版）2010年
参考書
『新 植物病理学概論』白石友紀 著（養賢堂）2012年
『最新植物病理学』奥田誠一ら 著（朝倉書店）2004年
『植物医科学』難波成任ら 著（養賢堂）2008年
『Plant Pathology 5th ed.』
Agrios, G. N 編（Elsevier）2005年
成績評価の方法
成績評価は，原則として定期試験（100%）により評価する。
その他
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科目ナンバー：(AG)AGR341J
科

目

科目ナンバー：(AG)AGR341J

名

単位数

担当者

科

植物ウイルス学

2単位

佐々木信光

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
植物病原体の一つである植物ウイルスの形態的・構造的特徴，感
染・増殖機構および病害防除などについて，生物学的および植物病
理的観点から総合的に理解することを目標とする。
《授業の概要》
植物ウイルス研究の歴史的経緯を踏まえつつ，現代科学によって
解明されてきたウイルスの生物学的性状や感染・増殖・伝搬機構お
よび植物のウイルス感染防御機構に関する総合的な講義を行う。ま
た，ウイルス病の診断方法や防除・制御方法やウイルス自体のバイ
オテクノロジーツールとしての利用について最新の研究成果を交え
て説明する。農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育
目標のＣ・Ｄに対応する科目である。
授業内容
第１回 a：イントロダクション
b：ウイルスの研究史
第２回：ウイルス感染による被害と病徴
第３回：ウイルスの粒子構造と分類
第４回：ウイルスの精製と定量
第５回：ウイルスゲノムの構造と遺伝子の発現
第６回：ウイルスの複製機構
第７回：ウイルスの移行機構
第８回：ウイルスの伝染
第９回：植物のウイルス抵抗性
第10回：ウイルス病の防除
第11回：ウイルスの検出と診断
第12回：ウイロイド
第13回：バイオテクノロジーツールとしてのウイルス
第14回 a：まとめ
b：試験

名

植物病害制御学

単位数
2単位

担当者
小松

健

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
微生物によって引き起こされる植物の生育障害を病気，それが人
間による食用植物の生産に被害を及ぼすときに病害と呼ぶ。本講義
では，植物病害の診断・制御に現在使用されている手段と，研究の
進展により見えてきた制御法の将来像について理解を深めることを
目標とする。さらに，農業生産と流通のグローバル化に伴う植物病
害の拡散を制御するための植物検疫技術の現状と問題点，植物検疫
制度についても学習し，理解を深める。その結果として，生き物と
環境に関わる基礎的な知識と応用能力，自然環境と調和した持続的
食糧生産システムに関する知識と，植物病害の拡散・制御の理解に
必須な国際的な視点が習得可能である。
《授業の概要》
この授業では，植物病原体の種類と特徴，植物病原体の生活環と
伝染方法，植物 - 病原体の相互関係，化学的・物理的・耕種的・生
物的防除法の例と作用メカニズムや利点・欠点，植物検疫制度など
について具体例に基づいて概説する。農学科食糧生産・環境コース
においては，学習・教育目標の C・D に対応する科目である。
授業内容
第１回：植物病害とその被害の現状
第２回：植物病原体の種類、診断に関する概論
第３回：植物病害発生のメカニズムと制御に関する概論
第４回：糸状菌病の特徴、診断と制御 （１） 概論
第５回：糸状菌病の特徴、診断と制御 （２） 詳説
第６回：糸状菌病の化学的制御法：殺菌剤の作用メカニズム
第７回：化学的制御法の効率的な適用と欠点
第８回：農薬の安全性評価と化学的制御法に関する最新トピック
第９回：細菌・ファイトプラズマ病の特徴、診断と制御
第10回：ウイルス・ウイロイド病の特徴、診断と制御
第11回：植物病害の疫学
第12回：植物検疫制度：輸出入の国際検疫と国内検疫
第13回：国際的な植物防疫体制
第14回：a: 植物病害の総合的防除・b: 定期試験

履修上の注意
授業は配布する資料とパワーポイントを用いて行う。植物病理学
及び分子生物学の基本的な知識を学習しておくことが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
配布した資料に事前に目を通しておくこと。
教科書
特に指定しない。ただし、講義内容は参考書欄に記載されている
『植物ウイルス学』池上正人ら著（朝倉書店，2009年）を基本とし
ている。
参考書
『植物ウイルス学』池上正人ら著（朝倉書店，2009年）
『最新植物病理学』奥田誠一ら著（朝倉書店，2004年）
『新編植物ウイルス学』平井篤造ら著（養賢堂，1988年）
『植物のウイルス病物語』都丸敬一著（全国農村教育協会，2001年）
成績評価の方法
講義における参加態度（２０％）および定期試験の成績に基づき評
価する（８０％）。参加態度は、講義中に行うアンケートのコメント
および質問内容により判断する。
その他
東京農工大学遺伝子実験施設 E15室
TEL:042-367-5840（直通）
E-mail: chaki@cc.tuat.ac.jp
URL:http://www.tuat.ac.jp/~idenshi/

目

履修上の注意
「植物病理学概論」を履修しておくことが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
配布するプリント，Oh-o! Meiji にアップする資料等を用いて，講
義での疑問点をあらかじめ考えておくこと。講義後は資料に改めて
目を通し，理解度を確認しておくこと。
教科書
特に指定しない。講義内容は参考書欄記載のものに準拠している。
参考書
『植物病理学 第二版』土佐幸雄・眞山滋志編（文永堂出版）
『新版 農薬の科学』宮川恒ら編著（朝倉書店）
成績評価の方法
試験成績（100―授業回数を最高点とする）+ 授業参加度で評価す
る。出席が50% に満たない者は評価の対象としない。
その他
質問・議論その他は常時メール（akomatsu@cc.tuat.ac.jp）で受
けつける。
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科目ナンバー：(AG)AGR341J
科

目

名

応用昆虫学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR341J
担当者
糸山

科

授業内容
第１回：はじめに―人間と昆虫の関わり―
第２回：昆虫概論 （１） 形態的な特徴と多様性
第３回：昆虫概論 （２） 生活史戦略
第４回：昆虫概論 （３） 活動を支える生理特性
第５回：昆虫概論 （４） 昆虫の発育制御機構と制虫剤
第６回：昆虫概論 （５） 情報交換とフェロモン
第７回：水稲の害虫とその被害
第８回：畑作物の害虫とその被害
第９回：植物ウイルスと媒介害虫
第10回：野菜・花きの害虫とその被害 （１）
第11回：野菜・花きの害虫とその被害 （２）
第12回：果樹・茶の害虫とその被害
第13回：衣食住の害虫とその被害
第14回：昆虫の産業利用
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

名

害虫管理学

享

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
昆虫類は最も種多様性が大きい生物であり、我々人間は様々な場
面で昆虫に遭遇する。『応用昆虫学』では、昆虫と人との関わりに
ついて理解を深め、昆虫学および害虫防除に関する基礎的知識の習
得を目標とする。
《授業の概要》
昆虫の生物学的特性について、様々な視点から概説する。また、
農業や日常生活で遭遇する害虫の特徴や被害について紹介する。
農学科専攻科目の分野別科目で、食糧生産・環境コースにおいて
は学習・教育目標の C および D に対応する科目である。

目

単位数
2単位

担当者
糸山

享

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
化学農薬の開発によって害虫防除の技術は飛躍的に進歩したが、
農薬だけに頼った歴史は、「害虫の薬剤抵抗性」「圃場や周辺環境の
生物相攪乱」「環境や野生動物「人体への残留」といった多くの負の
遺産を遺した。こうした事態を反省し、近年では環境負荷の低減を
目指した総合的害虫管理（Integrated Pest Management; IPM）の
理論を農業生産の現場に取り入れることが一般化してきた。『昆虫
制御学』では、IPM の概念を理解し、化学農薬を含む様々な防除
技術とその特性を活かした害虫管理システムを構築する為の基礎的
知見を身に付けることを目的とする。
《授業の概要》
IPM の定義や鍵となる概念、害虫管理システムを構成する防除
技術について解説する。専攻科目の分野別科目で、食糧生産・環境
コースにおいては学習・教育目標の C および D に対応する科目で
ある。
授業内容
第１回：害虫防除の歴史－農薬以前の害虫防除－
第２回：農薬の全盛と影
第３回：殺虫剤抵抗性の発達
第４回：天敵至上主義の台頭とその限界
第５回：複数防除法の合理的統合－ IPM の概念 （１） －
第６回：基礎的防除法－ IPM の技術 （１） －
第７回：副次的防除法－ IPM の技術 （２） －
第８回：害虫個体群の密度低減－ IPM の技術 （３） －
第９回：害虫の根絶－ IPM の技術 （４） －
第10回：被害許容水準とシステム管理－ IPM の概念 （２） －
第11回：IPM の問題点と見直し－ IPM の概念 （３） －
第12回：生産現場における IPM の実践と普及
第13回：生態系の機能を活かした害虫管理へ
第14回：これからの害虫管理
※講義の内容や順番は必要に応じて変更する場合がある

履修上の注意
『植物保護学概論』を履修していることが望ましい。また、
『栽培
学入門』をはじめとする関連科目の受講も推奨する。
準備学習（予習・復習等）の内容
日頃から昆虫、さらには生物全般に興味を持つこと。各回の授業
で配布された資料については、次回の授業前に必ず確認し、理解を
深めること。
教科書
特に定めない。必要な資料は配付する。

履修上の注意
『植物保護学概論』および『応用昆虫学』を履修していることが
望ましい。また、『栽培学入門』をはじめとする関連科目の受講も
推奨する。
準備学習（予習・復習等）の内容
各回の授業で配布された資料については、次回の授業前に必ず確
認し，理解を深めること。
教科書
特に定めない。必要な資料は配布する。

参考書
『応用昆虫学』石川幸男・野村昌史 編著（朝倉書店）
『最新応用昆虫学』田付貞洋・河野義明 編著（朝倉書店）
『昆虫生理生態学』河野義明・田付貞洋 編著（朝倉書店）

参考書
『総合的害虫管理学』中筋房夫著（養賢堂）
『天敵』矢野英二著（養賢堂）
『農薬学』佐藤仁彦・宮本徹著（朝倉書店）
『バイオロジカル・コントロール』仲井まどか・大野和朗・田中
利治編（朝倉書店）

成績評価の方法
期末試験（100％）で評価する。

成績評価の方法
期末試験（100％）で評価する。

その他
応用昆虫学研究室（5号館2階208号室）
オフィスアワー：火曜日12：40～13：20、その他の時間も含めて
訪問する場合は事前にアポイントを取ること。
連絡先：mushi ◎ meiji.ac.jp
（◎は @）
研究室 HP：http://www.isc.meiji.ac.jp/~entomol/index.html

その他
応用昆虫学研究室（5号館2階208号室）
オフィスアワー：火曜日12：40〜13：20、その他の時間も含めて
訪問する場合は事前にアポイントを取ること。
連絡先：mushi ◎ meiji.ac.jp
（◎は＠）
研究室 HP：http://www.isc.meiji.ac.jp/~entomol/index.html

― 248 ―

科目ナンバー：(AG)AGR341J
科

目

名

植物線虫学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR341J
担当者
新屋

科

名

雑草学

良治

授業の概要・到達目標
＜授業の概要＞
線虫はその種数およびバイオマスともに地球上で最も繁栄してい
る動物の１つである。多くは地球生態系における分解者としての役
割を担っているが、動植物に寄生し様々な病気を引き起こすものも
多数存在する。本講義では様々な種類の線虫における生物学的特徴
や他の生物との関わり、さらには寄生線虫病について解説する。
＜到達目標＞
多様な線虫の生物学的特徴や線虫と私たち人間生活との関わりに
ついて理解を深め、寄生性線虫の制御法を学ぶことを目標とする。
「食糧生産・環境コース」においては学習・教育目標の C および
D に対応する科目である。

目

単位数
2単位

担当者
藤井

義晴

授業の概要・到達目標

「授業の概要」
雑草は農業を行うときにも社会生活上でも問題となり、防除には多額の費用と労力がかかりま
す。その一方で雑草は身近な自然であり、未利用資源として、将来作物や有用植物になる可能性
を秘めた植物でもあります。
そこで、さまざまな雑草について，その性質と生活史を学習することで，農耕地および非農耕
地の管理上重要な雑草の特性を知り、雑草防除法および雑草利用法について学びます。雑草の生
態学、生理学、含まれる有用成分と有害成分、アレロパシー、および雑草の利用法を勉強します。
農業や自然環境の保護のために制御する必要がある雑草についてはその制御法を学びます。 とく
に最近問題となっている外来雑草についても学びます。雑草は未来の作物になる可能性がある未
利用遺伝資源でもあることから、雑草の優れた特性や有用成分についても理解します。
雑草は農作業上は防除すべき植物ですが、有用植物になる可能性を持っており、また、人知れ
ず環境を守っていることがあります。そのような雑草の能力や魅力についても勉強します。
「到達目標」
①人里植物を含む雑草の概念について理解する。
②日本と世界の代表的な雑草を理解する。
②雑草に固有の生理・生態的特性を理解する。
③雑草群落の特性を理解する。
④除草剤や耕種的方法による雑草防除法を理解する。
⑤雑草の生態的な利用も含めた雑草管理法について理解する。
⑥雑草群落調査法について学び，簡単な植生調査法を身に付ける。
⑦雑草に含まれる成分と雑草の利用法について理解する。
「農学科食糧生産・環境コース」においては，学習・教育目標のＡ・Ｄ・Ｅに対応する科目である。

授業内容

授業内容
第１回：イントロダクション：線虫という生き物
第２回：線虫の系統と体構造
第３回：モデル生物としての線虫
第４回：線虫の性・繁殖
第５回：線虫の行動
第６回：線虫の環境適応・ゲノム
第７回：植物寄生性線虫：定着性線虫
第８回：植物寄生性線虫：移動性・外部寄生性線虫
第９回：植物寄生性線虫：侵入種問題１
第10回：植物寄生性線虫：侵入種問題２
第11回：植物寄生性線虫：検出と防除１
第12回：植物寄生性線虫：検出と防除２
第13回：植物寄生性線虫：検出と防除３
第14回：a：試験
b；試験の正答解説
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

第１回：雑草の概念・雑草の起源
第２回：雑草の植生調査法：自分で雑草調査を行ってみよう
第３回：日本の雑草、世界の雑草
第４回：雑草群落の診断法、雑草調査レポートの説明
第５回：雑草の環境生理学、生態生理学
第６回：雑草調査法の講評、雑草の生活史戦略
第７回：生活型と種子の散布法、発芽生理学
第８回：雑草の生育型戦術、遷移メカニズム
第９回：農耕地における雑草防除法
第10回：雑草のアレロパシー、アレロパシーを利用した雑草抑制
第11回：除草剤とその作用機構、除草剤の功罪
第12回：除草剤抵抗性雑草、遺伝子組換え作物
第13回：外来雑草の現状（侵入機構）
、外来雑草への対策
第14回：雑草に含まれる成分、雑草の有効利用
第15回：未利用遺伝資源としての雑草、雑草の未来 + レポート試験提出
※授業内容は必要に応じ変更する場合がある。

履修上の注意

毎回，最初にその日の授業で理解してほしい内容に関連したミニクイズを出題し，提出された内
容を平常点に加算することがあります。
他の科目履修は必要ではありませんが，作物学，資源植物学，植物保護学，植物生態学，植物
生理学，緑地学などと関連がありますので、これらの科目の事前の履修あるいは同時履修が望ま
しいです。

準備学習（予習・復習等）の内容
最初の２回の講義で身近な雑草を含めて個別の重要な雑草について紹介しますので，できるだ
け多くの雑草名を覚えて欲しいです。第３回に簡単な雑草植生調査法を紹介します。これらの知
識を利用して，５月の連休や土日・放課後等を利用して自分で自宅周辺や帰省先，河川敷などで
雑草調査を実施し，調査レポートを提出していただきます。新型コロナウイルスの流行が続いて
リモート授業になった場合でも，人が密集するところを避けて雑草調査をしてください。この調
査結果のとりまとめと講評を第５回に行います。このレポートを提出しなくても単位がとれる配
点にしています（レポートは必須ではありません）が , 自分で雑草を見るよい機会になり、屋外で
簡単な雑草調査をするのは楽しいので、できるだけ実際に雑草を観察・調査して提出してください。
授業後半に，自由課題のレポートを課します。この授業に関連して予習・復習した内容について、
雑草に関する皆さんの自主研究やアイデア・意見・提言・調査レポートを歓迎します。
最後に行う試験は本科目で身に付けてほしい知識の復習の意味で実施するものです。授業に出
席して毎回出すミニクイズに答えていれば簡単に解ける内容となっています。農業関係の公務員
試験に雑草の問題が出題されることがあり、
試験問題の一部はこれに対応した問題になっています。

教科書

購入義務のある教科書は設けませんが，下記の参考書を予習・復習および雑草植生調査に利用
してください。とくに、わたしが執筆した『植物たちの静かな戦い』
（化学同人）と、分担執筆し
た 『身近な雑草の生物学』根本・冨永編著（朝倉書店）には授業で紹介する話題を載せています
ので可能なら購入されるか図書館で閲覧してください。
また、2019年に出版した『ヘンな名前の植物 - ヘクソカズラは本当にくさいのか』
（化学同人）
、
および2020年に出版した『植物たちの生き残り大作戦』
（新星出版社）には、本講義の中で紹介す
る雑草の生態的な特性について紹介していますので、もっと勉強したい方は参考にしてください。

履修上の注意
線虫の生物学および線虫が引き起こす寄生線虫病を理解するため
の科目である。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で紹介した内容について文献等で調べること。授業中に不明
な点があればその都度質問すること。
教科書
特に定めない。
参考書
『線虫の生物学』石橋信義（東京大学出版会）
『線虫—1000細胞のシンフォニー』小原雄治編（共立出版）
『The Biology of Nematodes』
Donald L Lee（CRC Press）
成績評価の方法
期末試験（100%）により評価する。

参考書

雑草学と関連分野の本
『植物たちの生』沼田 真（岩波新書）1972年
『雑草の防除』筒井喜代治・草薙得一・中山兼徳著（家の光協会）1977年
『雑草の科学』沼田真編著（研成社）1979年
『雑草学総論』伊藤操子著（養賢堂）1993年
『雑草管理ハンドブック』草薙・近内・芝山編（朝倉書店）1994年
『雑草防除大要』植木邦和・松中昭一著（養賢堂）1980年
『アレロパシーｰ他感物質の作用と利用』藤井義晴（農文協）2000年
『雑草生態学』根本正之著（朝倉書店）2006年
『農業と雑草の生態学』種生物学会編（文一総合出版）2007年
『ちょっと知りたい雑草学』日本雑草学会編（全国農村教育協会）2011年
『雑草は踏まれても諦めない』稲垣栄洋（中公文庫ラクレ）2012年
『身近な雑草の生物学』根本正之・冨永達編著（朝倉書店）2014年
『雑草がつくる日本らしい自然』
（築地書館）2014年
『植物たちの静かな戦い』藤井義晴著（化学同人）2016年
『ヘンな名前の植物 - ヘクソカズラは本当にくさいのか』藤井義晴著（化学同人）2019年
『植物たちの生き残り大作戦』藤井義晴著（新星出版社）2020年
雑草を見分けるための図鑑
『日本雑草図説』笠原安夫著（養賢堂）1970年
『人里の植物Ⅰ、Ⅱ』長田武正著（保育社）1973年
『ミニ雑草図鑑』広田伸七（全国農村教育協会）1996年
『新校庭の雑草』岩瀬徹・中村俊彦・川名興（全国農村教育協会）1998年
『日本帰化植物写真図鑑』
（全国農村教育協会）2001年
『日本帰化植物写真図鑑 第二巻』
（全国農村教育協会）2010年
『新版日本原色雑草図鑑』沼田真・吉沢長人編（全国農村教育協会）2002年
『浅野貞夫日本植物生態図鑑』浅野貞夫著（全国農村教育協会）2005年
『植調雑草大鑑』浅井元朗（全国農村教育協会）2015年
その他
『畦畔と圃場に生かすグラウンドカバープランツ』有田博之・藤井義晴編著（農文協）1999年
『野草を食べる』川原勝征（南方新社）2005年
『薬のギモン早わかり帖』藤井義晴（主婦の友社）2020年
『カタカナ栄養素事典』藤井義晴（主婦の友社）2021年

成績評価の方法
その他
植物線虫学研究室（5号館3階307A 号室）
オフィスアワー：在室していれば随時可。質問等があれば気軽に
研究室まで来てください。

レポート（雑草調査と自由課題）２０％，授業への貢献度３０％，定期試験５０％

その他

兼任講師：
オフィスアワー：出講日の授業の前のお昼休み時間と授業後30分くらいは講師控室にいますの
で質問等を受け付けます。
メールでの質問も受け付けます：yfujii@cc.tuat.ac.jp
雑草等の鑑定や雑草防除の相談も受け付けますが、最近は画像をネットにあげると同定してく
れるシステムもあるので活用してください。
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科目ナンバー：(AG)AGR341J
科

目

名

科目ナンバー：(AG)AGR361E

単位数

担当者

科

目

名

単位数

担当者

2単位

川口真以子

2022年度以降入学者

野生動物学

2017～2021年度入学者

2単位

梶

有害動物学

授業の概要・到達目標
授業の概要
シカ・イノシシ・クマ類（ツキノワグマ、ヒグマ）、サルなどの
在来種による個体数増加や分布域の拡大による農林業被害や生態系
への悪影響が激化しており、大きな社会問題となっている。また、
近年はこれら大型獣が、都市への侵入するようになり、野生動物と
ヒトの境界があいまいになってきた。我が国に定着した外来種も同
様な被害のほか、在来種との遺伝子汚染などの問題を引き起こして
いる。また、我が国では26年ぶりとなる豚熱の発生が確認され、野
生イノシシへの感染が報告されており、その伝播が危惧されている。
今日ほど、野生動物とヒトとの軋轢が高まっている時代は過去には
なかった。また、日本が直面している人口減少がもたらす土地や資
源の低利用が、野生動物問題を深刻化させている。
野生動物とヒトとの軋轢を低減し、共存する社会を構築するため
には、対象動物の生態、被害発生のメカニズムを理解することが必
須である。また、害を転じて益となすためには、増加率の高いシカ・
イノシシでは資源利用も必要である。本講義では野生動物管理学に
かかわる理論ならびに具体的な事例として軋轢が深刻な在来および
外来野生哺乳類を対象にそれらの生態、被害発生機構、対策ならび
に課題について学ぶ。
農学科専攻科目の分野別科目で，食糧生産・環境コースにおいて
は学習・教育目標のＡ・Ｃ・Ｄに対応する科目である
授業の到達目標
（１） 野生動物管理のための制度と課題を理解できている。
（２） 野生動物の基礎的な生態と社会課題を理解できている。
（３） 野生動物管理学の基礎的な理論を理解できている。
授業内容
第１回：生物多様性と野生動物
第２回：野生動物管理ーワイルドライフ・マネジメントとは
第３回：野生動物管理に関わる法制度
第４回：ヨーロッパと北米の野生動物管理
第５回：野生動物の基本生態と社会的課題 １ ーニホンジカ・イ
ノシシ
第６回：野生動物の基本生態と社会的課題 ２ クマ類
第７回：野生動物の基本生態と社会的課題 ３ ニホンザル
第８回：特定鳥獣保護管理計画に基づく管理ーモニタリングに基づ
く科学的管理
第９回：鳥獣被害特措法に基づく管理ー被害対策における地域と自
治体の役割
第10回：外来哺乳類の管理
第11回：野生動物管理における感染症対策
第12回：持続可能な資源としての野生動物管理
第13回：高等教育機関における野生動物管理従事者の育成
第14回：野生動物の個体数推定と動態予測
履修上の注意
日頃から新聞やニュースで野生動物問題の話題を収集し、その問
題がなぜ発生したのか、その解決にむけての対策と課題について、
本講義で得た知識や考え方を参考に教員や友人と議論する。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の講義に関係するトピックについて、教科書を参考に事前に
学習すること、野生動物管理に係る専門用語や理論について復習す
ること。
教科書
『実践 野生動物管理学』 鷲谷いづみ
横山真弓・鈴木正嗣 編著 （培風館）

監修・編著 / 梶

光一・

参考書
『野生動物管理のための狩猟学』 梶光一・伊吾田宏正・鈴木正嗣
編 （朝倉書店）
『野生動物管理－理論と技術－』羽山伸一・三浦慎悟・梶光一・
鈴木正嗣編（文永堂出版）
『日本のクマ』坪田敏男・山崎晃司編（東京大学出版会）
『日本のシカ』梶光一・飯島勇人編（東京大学出版会）
『日本のサル』辻大和・中川尚史（東京大学出版会）
成績評価の方法
毎回15 分程度のクイズ形式の演習を行い、そのレポートの点数
の総計を 30％、授業への貢献度 10％、期末試験を60％で評価する。
その他
連絡先：kkaji@cc.tuat.ac.jp

動物環境学

光一

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標及びテーマ》
環境は動物に対し、個体発生から成熟期、あるいは進化の過程と
いった、さまざまな場面で影響を及ぼす。また、動物が環境に与え
る影響も糞尿臭から砂漠化に至るまで幅広い。このような動物と環
境の相互作用について広い視野で理解することで、動物の飼育管理
における環境負荷の軽減、生産物の安全性および動物福祉の両立に
ついての今後のあるべき姿を考えることを目的とする。
《授業の概要》
さまざまな環境がもたらす動物への影響について、動物生理や行
動を中心に紹介すると同時に、動物飼育が環境に及ぼす影響につい
ても解説する。食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の
Ｃ・Ｅ・F に対応する科目である。
授業内容
第１回：環境が動物に及ぼす影響
第２回：妊娠期の環境と動物の発達
第３回：生育環境と動物の発達
第４回：成熟動物への環境の影響
第５回：暑熱・寒冷の動物への影響
第６回：放射線が動物に及ぼす影響
第７回：環境中化学物質が動物に及ぼす影響
第８回：プレゼンテーション①
第９回：動物が環境に及ぼす影響
第１０回：家畜糞尿の弊害と処理
第１１回：畜産の環境保全への寄与
第１２回：畜産の人類史への影響
第１３回：プレゼンテーション②
第１４回：持続可能な環境と畜産
その他，動物トピック
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
本講義を履修前，または同時期に，動物行動学などの動物関連の
科目を履修していることが望ましい。環境と動物，そしてヒトの関
係に興味を持ち，畜産の将来像について考えてほしい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業前に Oh-o! Meiji より配布資料をダウンロードし読むこと。
授業の後には授業内容を参考書等も用いて理解しなおすこと。
教科書
特に定めない。
参考書
『最新畜産学』水間豊ら 著（朝倉書店）
『脳とホルモンの行動学』近藤保彦ら 著（西村書店）
『畜産環境保全論』押田敏雄ら 著（養賢堂）
『環境に調和した家畜の生産・管理技術』小林茂樹 著（筑波書房）
『奪われし未来 < 増補改訂版 >』T. Colborn ら 著 長尾力ら 訳
（翔泳社）
『銃・病原菌・鉄』J. Diamond 著 倉骨彰 訳（草思社文庫）
『文明崩壊』J. Diamond 著 楡井浩一 訳（草思社文庫）
成績評価の方法
毎回簡単な意見発表を行い（15%），プレゼンテーション①では
動物環境学に関連する新聞記事の紹介を行い（15％），プレゼンテー
ション②では課題について自分の意見を発表し（20％）
，学期末試
験（50％）を行い合計したものを評価とする。
その他
動物環境学研究室（５号館５階５０２号室）
オフィスアワー：講義終了後１０分。
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科目ナンバー：(AG)AGR361J
科

目

名

動物生産制御学

科目ナンバー：(AG)AGR261J

単位数

担当者

科

2単位

佐藤礼一郎

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標およびテーマ》
産業動物とヒトとの関係、産業動物を取り巻く情勢や特性を理解
するとともに、生産の原点である「健康な産子を元気に育てる」こ
とから「安全な生産物を得る」までを理解し説明できることを目標
とする。食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標の C・D
に対応する科目である。
《授業の概要》
産業動物（主に牛）についてライフサイクルや飼養管理方法、飼
養管理失宜に起因する疾病、生産物利用について概説し、産業動物
についての理解醸成を計る。
授業内容
第１回：イントロダクション（産業動物という動物について）
第２回：産業動物を取り巻く情勢
第３回：産業動物の特徴（解剖・生理・代謝）
第４回：豚とニワトリのライフサイクルと生産
第５回：肉用牛と乳用牛のライフサイクル
第６回：肉用牛の栄養管理と行動管理
第７回：肉用牛の衛生管理と疾病管理
第８回：乳用牛の栄養管理と行動管理
第９回：乳用牛の衛生管理と疾病管理
第10回：生産物の認証制度（HACCP と GAP）
第11回： 畜産分野における環境負荷と対策
第12回：アニマルウェルフェア（動物福祉）
第13回：バイオセキュリティ
第14回：総括と試験

名

単位数

動物感染症学

2単位

担当者
大竹

聡

授業の概要・到達目標
動物関係の科学を志向する学生が免疫・病原微生物・感染症の基
礎メカニズムを理解し，それを幅広く応用できる考察能力を身につ
ける。
動物の健康に影響を及ぼす病原微生物，宿主の免疫機能，発症機
序などについて理解を深める。担当者の海外研究・民間獣医療コン
サルティングの経験・人脈を生かし，学生が産業界と直結した知識・
技術を学べる場としたい。グループで課題に取り組みディスカッ
ションを行うことで，学ぶことの楽しさを重視する。日本語および
英語の文献・ウェブを利用した自主リサーチ能力を身につける。農
学科食料生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣ・Ｄに
対応する科目である。
授業内容
第１回：導入：動物感染症学とは
第２回：宿主の免疫 I：免疫学概論
第３回：宿主の免疫 II：非特異性免疫・液性免疫・細胞性免疫
第４回：宿主の免疫 III：免疫性疾患
第５回：課題グループ・ディスカッション１
第６回：病原体 I：微生物学概論
第７回：病原体 II：真菌・細菌・ウイルス・その他
第８回：病原体 III：感染症の病理発生機所
第９回：課題グループ・ディスカッション２
第10回：感染症の発症要因 I：概論
第11回：感染症の発症要因 II：ストレス，栄養，環境，その他
第12回：動物感染症の現在と将来 I：予防獣医療（Preventive Veterinary Medicine） と 群 獣 医 療（Population Veterinary
Medicine）の考え方
第13回：動 物感染症の現在と将来 II：疾病伝播（Disease Transmission）と疾病防疫（Biosecurity）の考え方
第14回：課題グループ・ディスカッション３

履修上の注意
毎回の授業での配布資料がテキストとなるので，授業には必ず出
席すること。細かい暗記作業は極力要求しない。グループで課題に
取り組みディスカッションを行うことで，応用の効く考察能力を習
得し，知的刺激を得ることの楽しさを知って欲しい。

履修上の注意
動物関連の科目を履修していることが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
持続可能な開発目標（SDGs）について理解し、SDGs と畜産につ
いて自分なりの意見や考えを持っておく。授業後は参考書等を用い
て理解の醸成を促がす。
教科書
特に定めない。
参考書
『乳牛管理の基礎と応用』柏村文郎他著（デーリィ・ジャパン社）
『新しい子牛の科学』家畜感染症学会編（緑書房）
成績評価の方法
平常点50％（授業参加度）、課題レポート30％および定期試験
20％により評価を行う。
その他
連絡先：
佐藤 礼一郎
宮崎大学農学部獣医学科 産業動物内科学研究室
r-sato@cc.miyazaki-u.ac.jp

目

準備学習（予習・復習等）の内容
日本語および英語の文献・ウェブを利用した自主リサーチ能力を
身につける。強い自主性と好奇心旺盛な姿勢が望ましい。
教科書
特に定めない。
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
平常点（50％）。課題ディスカッション・レポートを３回提出す
る（25％）。ファイナルレポート提出（25％）を行う。それらを合
計したものを最終評価とする。
その他
12月下旬に3日間実施。詳細決定次第シラバスの補足に記載して
いきます。コンタクトはＥメールで（satoshiotake@swext-consulting.co.jp）。
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科目ナンバー：(AG)CBI331J
科

目

名

実験動物学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR351J
担当者
多田

科

授業内容
第１回：a: イントロダクション（実験動物学とは）
b: 実験動物学（実験動物科学）及び動物実験の定義と生命
科学としての位置づけ
第２回：実験用動物の分類，微生物及び遺伝的統御からみた実験動
物の分類
第３回：動物実験の適正な実施法と動物実験成績のヒトへの外挿法
第４回：動物実験の倫理
第５回：比較遺伝学（遺伝と育種）
第６回：繁殖生理学
第７回：発生工学、遺伝子改変動物の作製と病態解析法
第８回：飼育管理学
第９回：実験動物施設
第10回：疾病学
第11回：微生物モニタリングと実験動物授受における微生物学的ス
テータス
第12回：比較実験動物学
第13回：関連法規及び動物実験法
第14回：a のみ：まとめ
履修上の注意
講義内容は，一応，指定した教科書を参考にしているが，各講義
の内容をまとめたものを資料として，Oh-o! Meiji web にて公開し
ているので，各自でダウンロードして使用すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義内容がかなり広範に渡っているので，事前にダウンロードし
た資料に目を通して、予習すると共に、毎回の講義後は，必ずノー
トを整理し，自分なりにまとめ，復習しておくことが肝要である。
また、講義中、不明な点があった場合は、積極的に質問すること。
教科書
『最新実験動物学』前島一淑，笠井憲雪著（朝倉書店）
参考書
『ジーンターゲッティングの最新技術』八木健編（羊土社）
『実験動物の基礎と技術 I 総論』日本実験動物協会（丸善）
『実験動物の基礎と技術 II 各論』日本実験動物協会（丸善）

名

農村計画学

昇弘

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
実験動物学は，医学，薬学及び生物学等の発展に寄与している動
物実験のベースとなる学問領域である。また，ヒト及びマウスゲノ
ム上の全遺伝子配列が解明された現在，遺伝子改変動物を用いた研
究等がますます盛んに行われつつあり，実験動物学とヒト疾患の病
因解明との接点が重要視されている。本講義では、基礎医学・生命
科学研究を行う上での実験動物及び動物実験に関する知見について
説明してゆく。
本講義では，実験動物学の医学，生物学等における重要性を論じ
るのみならず，ゲノム科学における今後の実験動物の役割及び動物
福祉の観点からの実験動物学についても講義することによって，実
験動物学の社会における学問的意義を理解することを目標としてい
る。
なお，農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標
のＢ・Ｃに対応する科目である。

目

単位数

担当者
服部

2単位

俊宏

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
生産基盤や環境の整備を実現するためには，いつ，だれが，どこ
を，どのように，整備や管理をするのかといったことを考え，社会
的な合意として決定する必要がある。計画は，それを実現するため
の技術である。本科目では，地域の課題を明らかにした上で，その
解決のために必要な技術を明らにする。対象とする地域は，既成市
街地を除いた都市近郊から中山間地域までである。
《授業の達成目標》
だれがどのように地域環境の保全と利用を図るべきかを考えられ
るようになるとともに，計画のあり方，計画の実現手段などを理解
することを到達目標とする。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＤ・Ｅに対応
する科目である。
授業内容
第１回 a：イントロダクション
第１回 b：農村計画とは何か
第２回：農村の土地利用計画
第３回：農村の土地利用計画、感染症パンデミックの農村への影響
第４回：農業構造と農地の再編
第５回：農業の生産基盤整備
第６回：農村地域の生活環境整備
第７回：農村地域の環境保全
第８回：農村景観の形成と保全
第９回：農村地域の鳥獣害対策
第10回：コミュニティ計画、農村定住と生活拠点
第11回：都市農村交流と農村ツーリズム
第12回：農村地域の防災・減災と復興
第13回：住民参加と合意形成、計画の策定手順
第14回：計画策定技術

履修上の注意
各回終了時に出題されるまとめの設問に次回授業時までに解答し
ておくこと（成績評価対象外）。
準備学習（予習・復習等）の内容
教科書・参考書の該当部分を事前に読んでおくこと。
不明な部分がないかを確認し，ある場合は次回講義終了まで質問
をする等で解決すること。
教科書
シリーズ〈地域環境工学〉『農村地域計画学』渡邉紹裕・星野敏・清
水夏樹 編著 朝倉書店
参考書
『改訂農村計画学』改訂農村計画学編集委員会

成績評価の方法
授業への参加度及び期末試験の成績により評価する（授業への参
加度：30%、期末試験：70%）。

成績評価の方法
学期末試験結果により評価する。

その他
大学医学部の動物実験施設の見学希望は常時受け付ける。希望者
は事前にメールにて連絡すること。
E-mail: ntada@juntendo.ac.jp

その他
地域環境計画研究室（４号館２階214Ａ研究室）
オフィスアワーは，木曜日12：30〜13：20

農業土木学会
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科目ナンバー：(AG)AGR381J
科

目

名

生産気象学

科目ナンバー：(AG)AGR351J

単位数
2単位

担当者
矢﨑

科

授業内容
以下のように授業を進める予定だが、順序を変更することがある
第１回：a「生産気象学」で学ぶこと（イントロダクション）、b
放射環境
第２回：熱や水の基本的な性質
第３回：大気の鉛直構造と雲の形成
第４回：地表面付近の風
第５回：地 表面付近のエネルギー収支 （1） 理論と様々な地表面
の例
第６回：地表面付近のエネルギー収支 （2） 観測手法
第７回：地表面付近の物質輸送
第８回：地形と夜間の冷却
第９回：８回までの計算問題
第10回：環境に対する植物や生態系の応答 （1） 光合成・呼吸
第11回：環境に対する植物や生態系の応答 （2） 水分状態と蒸散
第12回：農耕地、畜舎、貯蔵庫の環境調節
第13回：農地の微気象に関するモデル
第14回：まとめと振り返り
履修上の注意
「環境気象学」や「植物成長制御学」とあわせて履修すると理解
が深化する。
普段から気象や農業、環境問題などに関するニュースや記事などに
関心を持っておくこと。 計算問題を解くため、関数電卓を準備す
ること。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に配布する資料や講義内容を振り返り、不明な部分があれ
ば質問するなど、不明な点は残さないこと。
教科書
パワーポイントと配布資料により授業を進める。
参考書
『農業気象・環境学 第3版』大政謙次ほか （朝倉書店） 2020年
4月刊行
『農業気象学入門』鮫島良次ほか（文永堂出版）2021年1月刊行
『農学・生態学のための気象環境学』文字信貴他（丸善）1997年

名

応用水理学

友嗣

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農地や生態系の環境や物質循環、作物生産を理解するうえで重要
な地表面付近の微気象の形成の仕組みを理解する、すなわち農業気
象に深く関係する科目である。さらに、気象に対する植物生産の応
答の仕組みについても論考する。農学科食糧生産・環境コースにお
いては、学習・教育目標の C および D に対応する科目である。
《授業の概要》
気象は作物生産環境や自然の生きものにとって重要な要素であ
る。本科目では、地表面付近の気象環境、植物との関係、及び生産
性向上のための環境調節について、その理論や現場での応用を説明
する。また、微気象や物質循環の計測方法についても紹介する。

目

単位数
2単位

担当者
小島

信彦

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
応用水理学では，開水路や管水路の実際の設計において必要とさ
れる設計方法を学び，それらを基に実際の水路はどうあるべきかに
ついて考える。水理学で学んだことを基にして，実際のパイプライ
ンや開水路，水利構造物の設計に必要な基礎事項について講義する。
《到達目標》
水利構造物について簡単な水理設計ができるようになることを目
的とする。食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＣ・
Ｄに対応する科目である。
授業内容
第１回：水理学の講義内容の復習
第２回：管水路の損失水頭
第３回：摩擦以外の損失水頭
第４回：管径が異なる場合の損失水頭
第５回：サイホンと伏越し
第６回：水車とポンプ
第７回：管径の決定方法
第８回：管網
第９回：複断面水路
第10回：等流水深
第11回：限界水深
第12回：刃形堰
第13回：広頂堰と跳水
第14回：まとめ
※理解度によって内容を変更することがある。

履修上の注意
水理学を履修し理解を深めておくこと。農業水利学・農学実験
VI を履修することが望ましい。
水理学未履修者は事前に連絡をすること。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回宿題を出すので決められた期日までに必ず提出すること。
教科書
とくに定めない。
参考書
多くの水理学の教科書が出版されているので手に取って、自分に
合ったものを見つけてください。

成績評価の方法
評価は毎回の授業後の理解を問う課題（計30％）と定期試験（70％）
で行う。

成績評価の方法
学期末試験（70％）および復習の宿題（毎回）（30％）により評
価する。宿題の提出が７割に満たない場合は評価の対象としない。

その他
連絡先：環境気象学研究室（4号館308A 号室）
yazakitm@meiji.ac.jp
オフィスアワー：水曜日12:45～13:15
その他可能なときは対応しますので、ご連絡ください

その他
水資源学研究室（4号館3階304Ａ号室）
オフィスアワー：水曜日 12：30〜13：20
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科目ナンバー：(AG)AGR351J
科

目

名

土壌物理学

科目ナンバー：(AG)AGR251J

単位数
2単位

担当者
登尾

科

授業内容
第１回：土壌の物理性・化学性
第２回：土壌の保水性
第３回：飽和土壌中の水分移動
第４回：不飽和土壌中の水分移動
第５回：土壌中の水分移動方程式（リチャーズ式）
第６回：移動方程式の解法
第７回：水分移動シミュレーション解説
第８回：水分移動のコンピュータシミュレーション演習
第９回：土壌中の溶質移動
第10回：溶質移動シミュレーション解説
第11回：溶質移動のコンピュータシミュレーション演習
第12回：土壌中の熱移動
第13回：土壌中のガス移動
第14回：土壌水分の測定法

名

構造力学

浩助

授業の概要・到達目標
講義では，土地を持続的利用可能な資源として取り扱う際に基礎
となる土壌中の水のエネルギー状態，水分・溶質の移動，および土
壌水分と作物生育の関係について解説する。受講生は，パソコン上
で動作する汎用有限要素解析アプリを利用したシミュレーションモ
デルを使って，土壌中における水・溶質移動に対して土壌や溶液の
性質が及ぼす影響に対する理解を深める。
受講生は，学期中に学習する土壌の物理的な性質と土壌中におけ
る水分・溶質・熱移動の知識を使って，学期末には水資源保全，地
下水汚染防止，作物の水管理等にどのように適用できるかを説明で
きるようになる。
農学科，環境緑地・生産環境関係の専攻科目で，食糧生産・環境
コースにおいては学習・教育目標のＡ・Ｄに対応する科目である。

目

単位数
2単位

担当者
佐藤

直人

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標》
ダムや水路、橋梁などの農業生産を支える様々な構造物を設計す
るためには、対象が受ける外力のもとで、構造物内部にはたらく力
と構造物の変位や変形を求める必要がある。
本講義では構造物を設計するために必要な諸量の計算手法を習得
することを目標とする。
《授業の概要》
構造力学では，はりのたわみ、トラス構造物の解析、柱の解析に
ついて学び、続いて不静定構造物の解析方法について講義する。
食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣ・Ｄに対
応する科目である。
授業内容
第１回：a のみ：イントロダクション、支点反力と応力
第２回：はりのたわみ
第３回：たわみ曲線の求め方
第４回：はりの設計
第５回：トラスの解析
第６回：柱の強度と設計
第７回：柱の強度（短柱）
第８回：柱の強度（長柱）
第９回：演習
第10回：不静定構造物とは（構造物の安定・不安定）
第11回：静定基本系を用いた解析方
第12回：たわみ角法公式の導出
第13回：たわみ角法を用いた解法
第14回：まとめ

履修上の注意
履修に際しては，「土壌学」と「数学概論」・「数学基礎」が履修
済みか同等程度の知識があることが望ましい。教室外では，コン
ピュータの操作と表計算ソフトの取り扱いに習熟すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の講義前に教科書（配布物）の該当箇所を読み，講義後には
自分のノートを読み返して理解を深めること。必要に応じて参考図
書を読んだり、ネット検索をすることをお勧めする。
教科書
『土壌物理学』宮崎毅・長谷川周一・粕淵辰昭著（朝倉書店，
2005年）
参考書
『土壌物理学』ウィリアム・ジュリー＋ロバート・ホートン著（筑
地書館，2006年）
『環境土壌物理学 （1） 土と水の物理学』ダニエル・ヒレル著（農
林統計協会，2001年）
『環境土壌物理学 （2） 耕地の土壌物理』ダニエル・ヒレル著（農
林統計協会，2001年）
『環境土壌物理学 （3） 環境問題への土壌物理学の応用』ダニエル・
ヒレル著（農林統計協会，2001年）

履修上の注意
「応用力学」を履修していることが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、講義予定項目について教科書の該当部分を読んでお
くこと。また講義後は講義内容について整理し、課題に再度取り組
むこと。
教科書
『基礎から学ぶ構造力学』藤本一男他（森北出版）
参考書
『構造力学

上・下』崎本達郎（森北出版）

成績評価の方法
成績は，学期末試験80％，小テスト10％，レポート10％で評価す
る。

成績評価の方法
平常点（課題提出を含む） 40％
定期試験 60％

その他
オフィスアワー
金曜日 12:30〜13:30
土地資源学研究室（４号館２階215Ａ室）
電話：044-934-7156
E-mail: noboriok@meiji.ac.jp

その他
オフィスアワー：火曜日12:30〜13:20（6号館4階6-402）
連絡先（mail）：n_sato@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)AGR351J
科

目

名

材料施工学

科目ナンバー：(AG)AGR351J

単位数
2単位

担当者
鈴木

科

授業の概要・到達目標

授業内容
第１回：総説 （1）；
「食料生産に関わる農業水利施設の構築と地球環境問題」
について講述する。
第２回：総 説 （2）［基盤施設の各種施工法］
；食料生産に関わる農業水利施
設の建設方法を概説する。
第３回：総 説 （3）［建設材料の特性］
；農業水利施設に用いられる建設材料
の種類と特性について概説する。
第４回：建 設材料 （1）［延性材料］
；金属と木質材料を中心に延性材料の特
性を講述する。
第５回：建 設材料 （2）［脆性材料］
；セメント材を中心に脆性材料の特性を
講述する。
第６回：建設材料 （3）［品質評価］
；建設材料の試験法と規格を講述する。
第７回：建 設材料 （4）［材料劣化現象］
；建設材料の劣化現象の種類とその
非破壊検査法を講述する。
第８回：事例研究；実際の構造物の劣化現象を紹介し，農業水利施設の保全・
更新方法を講述する。
第９回：施工（1）［基礎工］
；農業水利施設を構築する際に行われる基礎工（地
盤工を含む）について講述する。
第10回：施工 （2）［コンクリート工］
；コンクリート工について講述する。
第11回：施 工 （3）［工程管理］
；農業水利施設の構築プロセスでの工程管理
方法について講述する。
第12回：施工（4）［施工計画］
；工程管理を踏まえた施工計画について講述する。
第13回：事例研究；歴史的建造物の保全・再生事例を取り上げ，建設施工技
術の現状と課題を講述する。
第14回：事例研究；農業水利施設のストックマネジメント事例を解説する。
第15回：まとめ；第１回〜14回の講義内容を概観し，今日残されている課題
を概説する。

名

農業水利学

哲也

《授業の達成目標及びテーマ》
農業生産には水路や頭首工といった水利施設による水と土地の資源化が必
要である。本講義では，食料生産に必要な水利施設の建設方法とその構築材
料について理解することを目標とする。具体的には，水利施設とはどのような
ものであるかを実例によって理解する。そのことを前提に，環境保全を考慮し
た建設計画・設計方法を講述する。具体的事例では，水資源施設を取り上げ，
建設に要する基礎的技術を知り，建設すべきか否かを議論するために必要な自
然との調和や維持管理に必要な条件を考え，建設と環境のバランスを総合的に
論じられる能力を修得することを目指す。達成目標：
〈1〉水資源システムの
構成と役割，
〈2〉建設材料の特性と非破壊検査，
〈3〉基盤施設の環境との調
和とその構築法を修得し，説明できることを達成目標とする。食糧生産・環境
コースにおいては，学習・教育目標のＣ・Ｄに対応する科目である。
《授業の概要》
第１回〜３回の授業は，水資源システムを事例に基盤施設の構成と構築方
法，建設材料に関して概説する。第４回〜第７回は，建設材料について講述
する。第９回〜第12回は，基盤施設の施工法について講述する。第８回と13
回は事例研究を紹介し，講義内容の理解と定着を促す。

目

単位数
2単位

担当者
小島

信彦

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
「水」は人類のみならず，地球上のあらゆる生物にとって欠けが
いのない資源であり，適切な水循環を維持していくことは非常に重
要である。人間の水利用と降雨などによる自然の水供給，生態系と
のバランスに配慮した持続的な水利用を念頭に置き，農業用水を中
心に , 水資源と水利用、水利施設、水文循環について講義を行う。
本科目は食糧生産・生産環境の両方に関わる専門科目である。
《到達目標》
農業水利学では，これからの農業用水の適切な利用について考え
るための基本事項を身につけることを目的とする。食糧生産・環境
コースにおいては学習・教育目標のＡ・Ｄ・Ｅに対応する科目であ
る。
授業内容
第１回：水資源開発の現場から
第２回：世界の水資源量と国際河川
第３回：世界の水使用量とアジア・モンスーン地域
第４回：日本の水資源量と使用量
第５回：水資源開発
第６回：農業用水の課題
第７回：貯水池・ダムの構造
第８回：ダムの問題点
第９回：頭首工
第10回：水路工
第11回：流出解析手法１ 洪水流出解析
第12回：流出解析手法２ 長期流出解析
第13回：今後の水資源開発 渓流取水工
第14回：まとめ 農業水利施設整備に必要な要素

履修上の注意
・履修の前提科目・同時履修が望ましい科目：なし
・授業前後にすべき事項：予習復習は必須。前回の授業を前提に講義を進める。

準備学習（予習・復習等）の内容
・授業を受講する前に前回授業の内容を十分に復習すること。
・特に，専門用語や演習問題は事前に確認し，受講時に十分な理解が各自で
進むように努力すること。
各回のキーワード
第１回：ＳＤＧ’ｓ，農業用水，農業農村整備事業，地球環境と食料問題，
グリーンインフラ
第２回：基盤施設，建設，施工管理，公共性
第３回：建設材料，材料科学，物性，有機材，無機材
第４回：延性材料，金属材料，木質材料，応力ひずみ曲線
第５回：脆性材料，セメント系材料，コンクリート，土質材料
第６回：品質評価，ＪＩＳ，ＩＳＯ，非破壊試験
第７回：材料劣化現象，損傷，腐食，寿命評価
第８回：コンクリート水利施設，劣化現象，保全・更新
第９回：施工，基礎工，地盤工学，杭工，擁壁工
第10回：施工，コンクリート工，コンクリート2次製品，ひび割れ，補修・補強
第11回：施工，工程管理，ネットワーク，クリティカルパス
第12回：施工，施工計画，工程管理，安全管理
第13回：歴史的建造物，農業水利の歴史，保全・再生事業，文化財
第14回：農業水利施設のストックマネジメント，非破壊検査，ＵＡＶ
第15回：まとめ；上記第１回〜14回の講義内容まとめ

教科書
『建設材料（環境・都市システム系教科書シリーズ）
』中嶋 清実，菅原 隆，
角田 忍（著）
，コロナ社

履修上の注意
「水」なしには農業は成立しないので，生産を支える基礎分野で
あるとの意識を持って講義に参加することを望む。
「生産環境学入門」「農地工学」を履修していることが望ましい。
また「水理学」「応用水理学」「土壌物理学」「材料施工学」「農村計
画学」「農学実験 VI」等をを履修し，理解を深めていってほしい。
準備学習（予習・復習等）の内容
水に関するニュースはチェックしておくこと。また、講義中に示
された事例については自分で調べて確認しておくこと。
教科書
とくに指定しない。必要に応じてプリントを配布する。

参考書
『社会基盤メンテナンス工学』土木学会メンテナンス工学連合小委員会（編
著）
，東京大学出版会
『機能保全における性能設計入門』
，農業農村工学会
『マテリアルの力学的信頼性 - 安全設計のための弾性力学 -』
，榎学著，内田
朗鶴圃
『農業用鋼矢板水路の腐食実態と長寿命化対策－補修・補強・更新への性
能設計－』
，鈴木哲也 他（編著）
，養賢堂

成績評価の方法
定期試験60％およびレポート40％（２回；講義第８回と第13回に提示）に
より総合評価。2/3以上の出席を要す。

その他
オフィスアワーは出講日とする。
出講日以外に質問等がある場合は E メールにて受け付ける。
メールアドレスについては授業時に提示する。

参考書
『水危機 ほんとうの話』沖大幹 著 新潮選書
『地域環境水文学』田中丸治哉 他著 朝倉書店
成績評価の方法
学期末試験（70％）およびレポート（30％）により評価する。
その他
水資源学研究室（４号館３階304Ａ号室）
オフィスアワー：水曜日 12：30〜13：20
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科目ナンバー：(AG)AGR251J
科

目

測量学Ⅱ

名

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR255J
担当者
佐藤

科

授業内容
第１回：イントロダクション、数値地図の取り扱い
第２回：ＧＩＳの概要
第３回：空間分析
第４回：リモートセンシングの概要
第５回：リモートセンシングの基礎
第６回：リモートセンシングデータの処理・解析
第７回：地球の形と座標系
第８回：基準点測量
第９回：ＧＮＳＳの概説（単独測位）
第10回：ＧＮＳＳ測量（ディファレンシャル測位）
第11回：ＧＮＳＳ測量（スタティック測位、キネマティック測位）
第12回：ＧＮＳＳ測量（ＲＴＫ測位）
第13回：デジタル写真測量
第14回：要点整理

名

測量実習Ⅱ

直人

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
測量は、地表面上の諸点の位置情報を取得・処理・記述するため
の技術であり、国土の利用に必須のものである。
測量学 II では、測量学 I で学んだことが具体的な対象の中でどの
ように用いられるか理解することに加えて、先端デジタル技術によ
る空間情報データの取得技術や理論等について理解することを目的
とする。
《授業の概要》
測量学の新しい概念である空間情報工学を取り扱う。
空間情報工学の先端技術として全地球測位システム、リモートセ
ンシング、地理情報システム、デジタル写真測量について学ぶ。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＤに対応する
科目である。

目

単位数
1単位

担当者
服部

俊宏

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
パソコンを使用して，ジオインフォマチックスに関するデータの
取り扱い，ソフトウェアを利用した解析に関する実習を行う。また，
測量シミュレータソフトを活用し，測量実習 I の内容の定着を図る。
《授業の達成目標及びテーマ》
本科目では，地理情報システム（GIS）とリモートセンシング（RS）
を用いた空間情報の収集・解析技術に関して理解すること，測量結
果の処理と製図・読図の基礎を理解すること，測量の社会的役割を
理解することを到達目標とする。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＤに対応する
科目である。
授業内容
第１回 a：イントロダクション b：実習環境の確認
第２回：水準測量（シミュレータ：往復法）
第３回：水準測量（シミュレータ：結合方式）
第４回：トラバース測量（シミュレータ：単測法，倍角法）
第５回：GIS（属性情報の表示と検索・空間分析）
第６回：GIS（数値地図の利用とファイル交換）
第７回：GIS（COVID-19感染リスクの解析）
第８回：リモートセンシング（土地被覆分類）
第９回：リモートセンシング

履修上の注意
測量学 I を履修していることが望ましい。
測量実習 II を合わせて履修することが望ましい。

履修上の注意
測量実習 I の履修が終了していること。
測量学Ⅱを合わせて履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、講義予定項目について教科書の該当部分を読んでお
くこと。また授業後は、講義内容について整理し、授業で扱った課
題に再度取り組むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
予習として，測量学Ⅰ・Ⅱ，測量実習Ⅰで関連する授業の復習を
しておくこと。
復習として，不明な部分がないかを確認し，ある場合は次回講義
終了まで質問をする等で解決すること。

教科書
『改訂版

空間情報工学概論』近津博文他（日本測量協会）

参考書
『基礎測量学』長谷川昌弘他（電気書院）
『エース測量学』福本武明他（朝倉書店）
『図説わかる測量』猪木幹雄他（学芸出版社）

教科書
『空間情報工学概論』近津博文他

日本測量協会

参考書
実習中に適宜紹介する。

成績評価の方法
定期試験70％、平常点（課題提出などを含む）30％

成績評価の方法
実験への参加態度30％，レポート70％とする。
ただし，
出席日数が 2/3 に満たないものは評価の対象としない。

その他
オフィスアワー：月曜日 12:30〜13:20（6号館4階6-402）
連絡先（mail）：n_sato@meiji.ac.jp

その他
地域環境計画研究室（４号館２階214Ａ研究室）
オフィスアワーは，木曜日12：30〜13：20
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科目ナンバー：(AG)IND311J
科

目

名

科目ナンバー：(AG)ENV321J

単位数

担当者

科

2単位

服部・久野

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者

プロジェクト計画法

生物多様性再生学

2017～2021年度入学者
授業の概要・到達目標
《授業の概要》
問題解決と合意形成の能力を養うためには、問題解決のための適
切な手法を習得することが有効である。そこで、ODA（政府開発援
助）の分野で、実施官庁・NGO が用いているプロジェクト・サイ
クル・マネジメント（PCM）手法を、演習事例を用いて説明する。
本手法は、課題抽出から企画策定・発表に至る一連の技術である。
《授業の到達目標》
現状を分析して問題相互の関係を整理し、問題解決のためのプロ
ジェクト（企画）を立案する技術の習得を目標とする。具体的には、
手法説明と、開発事例を用いた演習により、問題解決のためのプロ
ジェクト（企画）を立案する。
農学科専攻科目群の応用科目で、食糧生産・環境コースにおいて
は学習・教育目標の F・G・H に対応する科目である。
授業内容
第1回 a：イントロダクション
第2回：PCM の概要
第3回：事例事業の概要
第4回：関係者分析
第5回：問題分析①（問題分析の方法）
第6回：問題分析②（問題分析の実際）
第7回：目的分析①（目的分析の方法）
第８回：目的分析②（目的分析の実際）
第９回：プロジェクトの選択
第10回：PDM の概要
第11回：PDM 作成について①（作成の方法）
第12回：PDM 作成について②（作成の実際）
第13回：プレゼンテーションの準備・実際
第14回：関連手法の紹介（ワールドカフェ，オープンスペーステク
ノロジ）
履修上の注意
生産環境学入門と農村計画学を履修していることが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に教科書の関連する部分を読んでおくこと。
不明な部分がないかを確認し，ある場合は次回講義終了まで質問
をする等で解決すること。
教科書
1）PCM Tokyo ：「PCM ハンドブック（日本語版）」、
http://www.pcmtokyo.org/modules/tinyd2/index.php?id=5
（ダウンロード）
参考書
1）国際開発高等教育機構：
「PCM 開発援助のためのプロジェクト・
サイクル・マネジメント 参加型計画編」、国際開発高等教育機
構、2007
2）香取一昭、大川亘：
「ワールドカフェをやろう！会話がつながり、
世界がつながる」、日本経済新聞出版社、2009
3）香 取一昭、大川亘：「ホールシステム・アプローチ 1000人以
上でもとことん話し合える方法」、日本経済新聞出版社、2011
4）關谷武司、
大迫正弘、
三好崇弘：
「グローバル人材に贈る プロジェ
クトマネジメント」、関西学院出版会、2013
成績評価の方法
授業への参加態度（30％）
、プレゼンテーション（30％）、レポー
ト（40％）による。
その他
オフィスアワー
服部 地域環境計画研究室（4号館２階214A 研究室）木曜日
12：30～13：20
久野 最初の講義で案内する
学部間共通総合講座
課題の『発見』『解決』のためのデザイン―プロジェクト・サイ
クル・マネジメント（PCM）を学ぶ―
を過年度履修した者については，本講義の履修を認めない。

2単位

岡田

久子

生物多様性デザイン学

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
生物多様性再生学は，生物多様性の保全と再生が求められている
現代において、その基礎となる考え方と具体的な手法を学ぶ学問で
ある。生態学と緑地学の境界領域であり、生態学的な学問の体系的
な理解と、実務における基本的な技術の習得を目標とする。
生物多様性保全・再生の実務から学ぶことをテーマとする。
《授業の概要》
生物多様性再生学では保全生態学と景観生態学を基礎として、現
実の世界で取り組まれている多様な事例を取り上げ、さらに事例の
組み合わせとしての地域づくりについて述べる。
食糧生産・環境コースにおいては学習教育目標のＢ・Ｃ・Ｅに対
応する科目である。
授業内容
第1回 生物多様性再生学の基礎―「景観論」
第2回 環境ポテンシャル
第3回 目標とする自然
第4回 エコロジカルネットワーク
第5回 インパクトと反応
第6回 エコロード
第7回 人とみどりの空間
第8回 多自然河川工法と礫河原生態系の再生
第9回 里山の保全と再生
第10回 ミティゲーション
第11回 生きものと人間の関係
第12回 生物多様性地域戦略を生かす
第13回 緑の基本計画の活用
第14回 野生の生きものと共存する未来

履修上の注意
身の回りには、生物多様性再生学にかかわるさまざまな社会的活
動が存在する。アンテナを伸ばしそれらの活動から学んでほしい。
授業科目としては、緑地学入門、植物保全生態学、緑地管理学と
関連する科目である。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回、講義内容に関係した課題を提示するので提出すること
教科書
亀山章監修 倉本宣・佐伯いく代編「新版生態工学」朝倉書店
（2021）
参考書
「生態工学」朝倉書店 亀山章編 （2002）
「保全生態学入門」文一総合出版 鷲谷いづみ他 （1996）
成績評価の方法
学期末レポート85％、平常点（小課題などの提出物）15％ によ
り評価する。
欠席が5回を超える場合は、学期末レポートを受けつけない。
その他
オフィスアワー 授業前後1時間（農学部2号館講師控室、また
は4号館4-213A）
メールアドレス hokada@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)AGR381J
科

目

名

科目ナンバー：(AG)AGR381J

単位数

担当者

科

2単位

人見誠
マルセール

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者

ランドスケープ工学

2017～2021年度入学者

緑地工学

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本講義では、現代社会における緑地空間の役割や要求に応える実
務を軸として、緑地・造園技術について学ぶことを目的としていま
す。ただ緑を増やすのではなく、誰のための緑地なのか、なぜ緑地
空間の創出を行うのかを考えるには、技術として緑化に関する知識
を得るだけではなく、哲学的な背景をも含め、社会的背景や時代の
移り変わりと共に変化する緑の価値、そして根源にある人々と空間
との関わりについても俯瞰する視野をもつことが重要である。
講義の軸として、理論編と設計編を設定し、前半の理論編では緑
地の在り方について理解することを目指す。設計編では造園・設計
を志す者として求められる各工種の考え方と技術について実務・図
面等を用いつつ講義を行う。講義の後半では、実際の設計業務の流
れをなぞった緑地工学の実践について学ぶ。講義の最後にはアク
ティブ・ラーニングの要素として演習で実施することで講義全体を
通じ、緑地を扱う人材に求められる視野と技術についてその基本的
技術の習得を目指す。
食糧・環境コースにあっては学習・教育目標の E・D に対応する
科目。
《授業の概要》
講義の前半は理論編として、緑地工学の成り立ちと社会に対して
果たす役割について学ぶ。
緑地を含めた景観の価値について、人々の生活によって成り立っ
ていた風景から、意図的な眺めを作る目的で発展してきた技術と価
値観の変容、公共空間での緑の価値について取り上げる。また、場
の賑わいと緑の在り方、緑地工学の技術的貢献の場として動物園を
事例として緑地の在り方について学ぶ。
設計編では、実際の設計業務を軸として緑地工学と関連する種々
の技術について学ぶ。
公園設計事例を用いて、緑地空間を成立させるための関連技術お
よび緑地工学の役割について理解する。
演習では、理論編で学んだ緑地の意義・価値と設計編での技術的
手法を下に、空間計画・積算についての演習を行うことで、緑地工
学という学術分野を用いて社会的需要に対応した提案手法について
の必要最低限の知識を得ることを目指す。

景観園芸学

2単位

豊田

正博

授業の概要・到達目標
人と植物の関わり，景観の構造，植物や園芸の特性とそれらを活
用したまちづくりなどについて，事例紹介や課題の発表，ディスカッ
ションを通して理解を深める。緑を活用した健康づくりと関連する
園芸療法についても解説する。
人と自然・植物の関係を理解し，自然と調和し，かつ人々が健康
に暮らせる生活環境の創造について考える力を養う。食糧生産・環
境コースにおいては，学習・教育目標の C,D に対応する科目である。
授業内容
第１回：景観園芸とは
第２回：人と植物の関わり
第３回：景観の構造と緑の役割
第４回：わがまちの景観の今
発表
第５回：わがまちの景観と課題 （１） 発表
第６回：わがまちの景観と課題 （２） 発表
第７回：植物が心身にもたらす特性と理論
第８回：大学構内の癒しの環境
調査・発表
第９回：園芸療法の癒しと脳科学
第10回：子供や母親のための公園の活用
第11回：高齢者のための庭・公園の活用
第12回：地域における緑の活用事例
第13回：わがまちにおけるみどりの活用
第14回：a：まとめ
b：試験

授業内容
第1回 緑を創るということ～緑の価値と表象～
第2回 理論編1: 風景と景観から読み解く緑の価値：日常的実践
第3回 理論編2: 眺めの歴史：ランドスケープと緑化技術
第4回 理論編3: 公共空間における緑と場所の価値
第5回 理論編4: 賑わいと緑地～公園と指定管理まで
第6回 理論編5: 実務の流れと緑地の扱い～公共空間の作られ方
第7回 理論編6: 実務の流れ 動物園を例に
第8回 理論編7: 実務の流れ 動物園を例に2
第9回 理論編8: 設計実務における緑地工学～公園設計を事例に～
第10回 設計編2: 設計実務における緑地工学1～公園設計を事例に～
第11回 設計編3: 設計実務における緑地工学2～公園設計を事例に～
第12回 設計編4: 設計実務における緑地工学3～公園設計を事例に～
第13回 設計編5: 設計実務における緑地工学3～公園設計を事例に～
第14回 講義のまとめと演習課題
※講義は集中講義になる可能性があります。
※講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
講義日は、補講日などに集中して行う場合があり、その場合は講
義中に実施予定日の調整を行います。

準備学習（予習・復習等）の内容
単純に緑を増やすことが良しとされる時代は終わり、価値観が多
様化・複雑化した現代社会に対して、何のために緑を増やすのか、
誰のために緑を使うのかを理解しておくことが、緑を増やす（＝緑
地工学）の技術を用いることの根拠となります。
日頃から、
「なぜ？」という問題意識をもって自分の好きな緑空
間や公園、日常的な生活の場での緑のなどに目を向けておくと良い
と思います。

教科書
必要に応じて講義前にプリントの配布、ＰＤＦデータのアップ
ロード等を行う。

参考書
風景という知 : 近代のパラダイムを超えて オギュスタン・ベルク
他、適宜講義内にて出典とともに伝えます。

成績評価の方法
講義内での小課題（20％）と定期試験（80％）で評価する。

その他
オフィスアワー
・水曜日：14時～講義前（環境デザイン研究室）
・連絡先：レポート提出などに合わせ講義中に示す。

履修上の注意
準備学習があります。集中講義です。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習課題：あなたが住むまち（ふるさとも可）の，下記情報①②
③について，各市町村 HP，町史資料等から事前に資料を集め，要
点を箇条書き＊にして初日の授業に臨むこと。（資料は授業初日か
ら使用します。＊箇条書き：A4用紙2枚程度にまとめる。資料は
初日から使用するが提出は最終日とする。）
①自然（気候，環境など），歴史・文化（祭・行事など）
②緑に関するまちづくりの施策・計画
③近隣公園・緑地などの活用事例
教科書
教科書は使用しない。プリントを配布する。
参考書
『自然をデザインする』，レイチェル・カプラン他著，羽生和紀監
訳（誠信書房）2400円 + 税
成績評価の方法
事前課題（５０％）、および試験（５０％）で評価を行う。
その他
所属先：兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科
兵庫県立淡路景観園芸学校 園芸療法課程
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科目ナンバー：(AG)AGR381J
科

目

名

単位数

科目ナンバー：(AG)AGR381J
担当者

科

2022年度以降入学者

ランドスケープエコロジー

2017～2021年度入学者

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者
2単位

大黒

俊哉

緑地環境学

授業内容
第１回：a のみ：緑地環境・ランドスケープエコロジーの概念的枠
組み
第２回：ランドスケープエコロジーからみた空間構造のとらえ方
第３回：緑地環境の多様な機能・効用
第４回：緑地環境の調査方法
第５回：緑地環境の評価方法
第６回：都市における緑地環境の構造・機能的特徴
第７回：農村・里山における緑地環境の構造・機能的特徴
第８回：湿潤熱帯における緑地環境の構造・機能と利用
第９回：乾燥地における緑地環境の構造・機能と利用
第10回：食と農の視点からみた緑地環境の役割
第11回：緑地環境が持つ健康維持・増進機能
第12回：生物多様性保全と生態系サービスの持続的利用に向けた緑
地環境保全のあり方
第13回：土地劣化防止・修復と持続的利用
第14回：まちづくり・地域計画における緑地環境整備の視点
履修上の注意
上記授業内容は、内容を複合させて順不同になる場合がある。

参考書
講義の都度紹介する
成績評価の方法
平常点（40％）、レポート（期末１回、60％）

2017～2021年度入学者

2単位

齋藤

馨

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
自然公園の保護と利用について計画的視点に立ち今後の方向性を
考究する。
《授業の概要》
自然風景計画の変遷を俯瞰することにより、風景の保護と利用の
歴史的展開を国際的な位置づけの中で学ぶ。そして我が国の国立公
園の成立から自然公園制度への進展にともなう環境と開発の関わり
について、国内全ての国立公園を事例にしながら考察し、景観の意
義と基礎的知識について理解する。さらに景観アセスメントの考え
方と手順を学び、景観予測、景観評価の技術、インターネットでの
景観記録共有・評価技術を理解し習得する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標の D・
E に対応する科目である。
授業内容
第１回：「自然公園概論」自然公園成立の基本である、自然風景論
について風土、気候、民族による美意識、快適性や、造園
学、計画的視点について理解する。
第２回：「風景計画の変遷」西欧及び我が国における自然風景計画
について庭園様式を通じて各時代の特徴と変遷を解説し、
庭園から公園への展開を理解する。
第３回：「自然風景と森林」自然景観の主要な要素である森林につ
いて、森林美学からサイバーフォレストの視点から解説し、
森林の価値の最前線を理解する。
第４回：「風景の保護と利用」国立公園が成立する前後の自然風景
に対する考え方について理解する。国立公園巡り（その1）
第５回：「国立公園の成立と自然公園体系」昭和初期の国立公園の
成立から自然公園法による自然公園体系について理解す
る。国立公園巡り（その2）
第６回：「自然公園計画」保護計画、利用計画について解説し、生
物多様性国家戦略などに対応した新たな自然公園の役割と
制度について理解する。国立公園巡り（その3）
第７回：「景観把握の基礎」景観を把握するための基礎知識として、
視知覚特性、認知心理学、アフォーダンスについて理解す
る。国立公園巡り（その4）
第８回：「景観解析と評価」視知覚特性などを基礎として嵐山の景
観構成を解説し、景観の解析と評価手法を理解する。国立
公園巡り（その5）
第９回：「環境アセスメントと景観アセスメント」環境基本法、環
境影響評価法にともなって自然公園の景観がアセスメント
の対象となることを理解する。国立公園巡り（その6）
第10回：「景観の記録と共有技術 （１）」景観調査の基本となる景観
記録と共有技術について理解し、習得する国立公園巡り（そ
の7）。
第11回：「景観の記録と共有技術 （２）」景観のライブモニタリング
とアーカイブ技術
「サイバーフォレスト」
について理解する。
第12回：「エコツアーと参加型自然景観保全」エコツアーの状況を
解説し、自然公園の新たな保護と利用となる参加型自然保
全活動について理解する。
第13回：国立公園巡りのまとめ
第14回：総合的なふりかえり解説とまとめ
履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容
翌週分のレジュメを事前配付するので、授業前に目を通しておく
こと。不明な点は授業中または授業後すぐに質問すること。
教科書
とくに指定しない

ランドスケープ情報論
自然公園論

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
私たちを取り巻く緑地環境は、私たちの暮らしにゆとりやうるお
いを与えるだけでなく、気候緩和、防災、生物多様性保全など幅広
い機能をもち、安全で快適な生活に不可欠な役割を担っている。こ
うした緑地環境は「人と自然との営みによって形成される、地域的
なまとまりや広がり」すなわちランドスケープとしてとらえること
ができる。本講義ではまず、緑地環境を総合的にとらえるための方
法論としてのランドスケープエコロジーの基本的概念を紹介したう
えで、都市、農村、海外等の多様な緑地環境の構造的・機能的特徴
について論じる。後半では、食と農、健康、生物多様性と生態系サー
ビス、土地劣化防止、エコロジカルプランニングなどを例に、具体
的な課題解決に向けたアプローチと望ましい緑地環境構築のための
方法論について概説する。
《到達目標》
地球レベルから地域スケールにまたがる多様な緑地環境を対象
に、その生態的機能やアメニティ機能を生態学・計画学的視点から
理解するとともに、人と自然が共存可能な、健全でうるおいのある
緑地環境を修復・保全・創出するための基本的視点と方法論を習得
する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＤ・
Ｅに対応する科目である。

その他
E-mail:aokuro@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

目

準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に配布するレジュメを振り返り，不明な点は授業で質問す
ること。
教科書
特に定めない
参考書
日本の自然環境政策
男 東大出版会

自然共生社会をつくる

武内和彦・渡辺綱

成績評価の方法
課題レポート10％、期末試験90％を総合して評価する。
その他
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科目ナンバー：(AG)ENV391J
科

目

名

単位数

科目ナンバー：(AG)AGR381J
担当者

科

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者

ランドスケープ活用学

2017～2021年度入学者

2単位

倉本

緑地管理学

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
公園の管理を越えて、人々とかかわりのあるあらゆる空間に視野
を広げて、ランドスケープを活用する際に必要な考え方と技術，特
に市民と行政の協働，合意形成技術，コミュニティ，コーディネー
ト技術，環境教育，植生管理，リノベーションについて基本的な考
え方と技法を見につける。
《授業の概要》
ランドスケープは，多義的な用語である。ここでは、ヘテロな空
間ととらえており、不特定多数の市民がかかわるものであり，その
市民がどのようなかかわりをもつことでランドスケープが活性化
し、活用できるのかを体験的に理解する。
食糧生産・環境コースにおいては学習教育目標の D・E に対応する
科目である。
授業内容
第１回：ランドスケープとは何か、思い出の場所について考える
第２回：風景とは何か
第３回：公園の安全安心―キャンパス近くの公園の問題点―使うだ
けからの脱却
第４回：植生管理―里山ボランティアと保全ボランティア
第５回：市民参加とコーディネーター
第６回：緑は量から質へ
第７回：身近な生物多様性を楽しむ
第８回：パークマネジメントと「公園管理」
第９回：指定管理者制度とパークマネジメント
第10回：市民科学―市民と専門家の協働によるモニタリング
第11回：環境教育―環境問題の根本的な解決のために
第12回：サイン―コミュニケーションのツール
第13回：ランドスケープとは自分にとってどのようなものか
第14回：パークから始める街のリノベーション
履修上の注意
この授業は学生の主体的な参画によって成り立っているので，自
覚を持って授業に出席してほしい。
特に，積極的に授業に参画する意欲を持って履修してほしい。
将来、緑地管理を仕事にする学生だけでなく、公園を中心に社会
に対する眼を開くために
すべての学生に聞いてほしい授業である。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業のプリントを1週間前に oh-o! Meiji に掲載するので、授業の
前に目を通して、授業に参加してほしい。
リアクションペーパーに対する教員のコメントを付して返却する
ことがあるので、コメントに対応してほしい。
教科書
特に定めない。プリントを配布する。
参考書
『造園学概論』亀山章監修、小野良平・一ノ瀬友博編集 全般に
ついて
『新版生態工学』亀山章監修、倉本宣・佐伯いく代編集 植生管
理について
『エコパーク』 亀山章・倉本宣編（ソフトサイエンス社） サイ
ンについて
『つながりひろがれ環境学習』 小野三津子（ぎょうせい） 環境
学習について
成績評価の方法
授業の際に指定する課題２つ（配点は40％と60％）による。
その他
応用植物生態学研究室（４号館２階213号室）
オフィスアワー：金曜日12：45〜13：15
E-mail: kura@meiji.ac.jp

都市公園論

宣

2単位

土屋

志郎

授業の概要・到達目標
都市において、都市公園に代表される緑とオープンスペースは多
様な機能を有しており、行政・市民・企業等の多様な主体の連携の
もとに、都市公園の整備、緑地の保全、緑化の推進を総合的・一体
的に取り組み、安全で快適な都市環境の形成を図ることが求められ
ている。
近年、都市公園だけではなく、景観法、歴史まちづくり法（通称）
等の新たな法制度や都市緑地法の改正等により都市の緑を一体的に
整備すると共に、市民との協働、指定管理者制度、パーク PFI 等
による民間活力の導入が図られるなど、新たな展開が見られている。
各制度を理解し、都市公園等の緑が都市形成に必要不可欠なもので
あることを理解する。
農学科食糧生産・環境コースにおいては、学習・教育目標の D・
E に対応する科目である。 ≪到達目標≫ 都市における都市公園
等の緑の重要性を認識するとともに、都市形成の中で保全・創出さ
れてきたものであることを理解する必要があり、都市の構成要素と
して必要不可欠であることを理解し、都市の緑に対する視点と具体
的方策等を確立する。
授業内容
都市公園の外、古都保存法、首都圏近郊緑地保全法、都市緑地法、
景観法、歴史まちづくり法などの、緑に関する制度を活用して街づ
くりを進めている鎌倉市を事例として、全体像を理解した上で、個々
の制度等についての理解を深めることとする。なお、緑と景観とい
う視点から鎌倉市、歴史的建造物の保全と都市公園の視点から横浜
市の現地調査を行い、より具体的な理解を深める。
また、国において、「新たな時代の都市マネジメントに対応した
都市公園等のあり方検討会」の最終とりまとめを受け、平成29年に
関係法令が改正され、新たな都市公園等への施策展開が図られるこ
ととなったことから、今後の都市公園等のあり方について考える。
第1回 都市公園・緑・景観概論
第2回 鎌倉市の事例1（緑地保全及び都市公園）
第3回 鎌倉市の事例2（都市景観形成）
第4回 公園緑地に関する制度等について -1
第5回 公園緑地に関する制度等について -2
第6・7回 現地調査（鎌倉市内）
第8回 歴史まちづくりに関する制度等について
第9回 都市公園の歴史と都市公園制度について
第10回 新たな都市公園の取組みについて
第11回 現地調査（横浜市内）
第12回 都市公園の管理について
第13回 市民との協働・民間活力の導入について
第14回 a：期末試験
第14回 b：正答解説
※ 現地調査は講義日以外の日に行うこともあります。
※ 講義内容は必要に応じて変更することがあります。
※ 新型コロナウィルス感染状況により、現地調査を中止し授業に
変更することもあります。また、対面授業でなくオンデマンド授業
に 変更することがあります。詳細はシラバスの補足でお知らせし
ます。
履修上の注意
都市公園だけでなく、街づくりや緑全体からの視点が必要であり、
緑豊か都市形成を図るには、理論だけでなく応用的な面が求められ
る。身近な問題であり、取り組みやすい感じはあるが、体系的な勉
強が必要である。
準備学習（予習・復習等）の内容
日常生活において、都市公園等の緑や都市景観について注意をは
らうことが必要である。また、他科目との関連があることも認識し
ておく。
教科書
特に定めない。
講義資料は，必要に応じてコピー等を配布する。
参考書
都市公園制度論考（デザインエッグ社 舟引敏明
その他、必要に応じて授業の中で紹介する。
成績評価の方法
現地調査小レポート（2回提出、各回配点）20%
授業への参加度・貢献度30%
定期試験50%
その他
連絡先：最初の講義で示す
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著）

科目ナンバー：(AG)AGR381J
科

目

名

単位数

科目ナンバー：(AG)AGR381J
担当者

科

2022年度以降入学者

ランドスケープ設計学

2017～2021年度入学者

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者
2単位

柳原

博史

緑空間設計学

2017～2021年度入学者

2単位

菅野

博貢

緑地計画学

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
動植物と人間環境の関係性について、計画・設計という応用的観
点から考え、あるべき緑地や身の回りの環境を探求します。
将来造園建設業において「造園施工管理技術検定」による技術者
資格の取得を目指す学生、自然環境の保全・維持に関わる学生にも
役立つ知識や考え方を講義します。
食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣ・Ｄに対
応する科目です。
《授業の概要》
今年は、「設計」することの意味を深く掘り下げます。前半はテー
マごとに発表を行い、後半は設計製図、デザインの練習を行います。
授業内容
第１回 緑地を計画するとは？
第２回 日本庭園
第３回 西洋庭園
第４回 都市公園
第５回 エコロジカル・ランドスケープの設計1
第６回 エコロジカル・ランドスケープの設計2
第７回 アクティビティ
第８回 遊び環境
第９回 モニュメント
第10回 屋上庭園・壁面緑化
第11回 植栽
第12回 設計の実践 その１
第13回 設計の実践 その２
第14回 ふりかえりとまとめ
各回に，テーマ毎の報告を行います。

履修上の注意
「環境デザイン学」と「緑空間設計学」は，前者が理論編，後者
が実践編という位置づけですので，できるだけ両方を受講してくだ
さい。
準備学習（予習・復習等）の内容
テーマごとの発表準備（調査やパワーポイント作成など）や設計
課題（作図・スケッチ）を多数行います。また、日常的にいろいろ
な風景や、公園・緑地などを観察し、どのような仕組みや意図、改
善点、改善方法があるかなどを考えられるように努めましょう。
教科書
特に指定しない
参考書
授業の中で適宜紹介します。授業で使用したスライドを後で公開
します。
成績評価の方法
授業中の発表（複数回）（50％）、設計課題（50％）を総合して最
終的な評価とします。
その他
オフィスアワーは，金曜日の16：00〜18：00。
メールアドレス：y@mindscape.jp

ランドスケープ計画学

授業の概要・到達目標
ランドスケープ計画学では，公園や緑道など身近な緑地空間がど
のような意味を持ち、構成されているのか、デザインの歴史や素材
などから読み解いた後、実際に計画が策定される手順に沿って学習
を進めます。まず、計画コンセプトが形成される際のブレインストー
ミングからはじめ（これは近年、公共の緑地空間を計画・策定する
際に求められる市民とのワークショップを行うことも想定していま
す）、景観計画や動線計画、植栽計画などについて学習します。終
盤にかけては実際の緑地計画・設計の現場について紹介するととも
に、より広がりのある学問領域として、近年盛んになりつつあるサ
ウンド・スケープなどの視覚以外の感覚に訴求するデザインも紹介
していく計画です。
一通り緑地計画の内容を理解し、将来関連の職業についた際に幅
広く対応できる能力を身につけることを到達目標とします。
尚、食糧生産・環境コースにおいては，学習・教育目標のＣ・Ｄ
に対応する科目となります。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（緑地計画学のすすめかた）
b：緑地計画とは何か？
第２回 身近なランドスケープ・デザインを読む - 身近な生活空間
を例に
第３回 身近なランドスケープ・デザインを読む - 東京の都市空間
を例に
第４回 ランドスケープ・デザインのルーツについて考察する（日
本編）
第５回 ランドスケープ・デザインのルーツについて考察する（海
外編）
第６回 素材から考えるランドスケープ・デザイン
第７回 緑地計画におけるソフトとハードのデザインについて考え
る
第８回 デザインの発想法について（マインドマップ、KJ 法など）
第９回 計画のプロセス、上位計画の見方
第10回 景観計画とゾーニング計画
第11回 動線計画と施設配置計画
第12回 植栽計画（植栽用植物の理解と実践的使用方法）
第13回 造成計画の基礎（地形を読んで考える）
第14回 五感に訴えるランドスケープ・デザイン
履修上の注意
ゾーニング計画や動線計画などを学ぶ際には、設計演習なども織
り交ぜて行うので鉛筆と消しゴムを用意してください。
農学実験Ⅴとの連携のため、授業内容の順番を入れ替えることがあ
ります。
準備学習（予習・復習等）の内容
身近な公園，緑道，庭園などの空間に注意するとともに，できる
だけ首都圏に多数存在する歴史的な庭園なども積極的に体験してお
くこと。
教科書
菅野博貢著『空間から読み解く 環境デザイン入門』を用います。
尚「ランドスケープ・デザイン学」との共通の教科書となります。
参考書
その回ごとの内容にそって紹介します。
成績評価の方法
授業中の演習50％，期末テスト50％の割合で評価する。
その他
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科目ナンバー：(AG)IND412J
科

目

名

文献調査・特別研究
（卒論）

単位数

担当者

8単位

農学科専任
教員

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
与えられた制約のもとでの問題解決に必要なデザイン能力の養成
や専門知識の応用力を身につける。文献調査では，自主的・継続的
に特別研究のテーマに関連した情報の収集を行って特別研究に活か
すとともに，プレゼンテーション能力を身につけることを目的とし
ている。
《授業の概要》
教員の指導のもとで，研究テーマの設定と実験計画の立案を行い，
研究遂行に必要な情報を収集しながら２年間に亘って実験を遂行す
る。得られたデータをもとに論文を取りまとめ，学科の卒論発表会
で発表する。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＡ・Ｆ・G・
H に対応する科目である。
授業内容
テーマにより内容が異なるため，指導教員と相談して決定する。
履修上の注意
食糧生産・環境コースの学生は必修科目である。
２年次終了時において，研究室が「履修していることが望ましい」
としている以下の科目がある。
作物学研究室
「作物学概論」「農学実験Ⅰ」
野菜園芸学研究室
「園芸学概論」「農学実験 IV」
花卉園芸学研究室
「園芸学概論」「農学実験 IV」
植物育種学研究室
「遺伝学概論」
応用昆虫学研究室
「植物保護学概論」「農学実験 III」
動物遺伝資源学研究室
「動物遺伝資源学」「農学実験 II」
動物生産学研究室
「基礎動物生産学」
動物環境学研究室
「動物行動学」
土地資源学研究室
「農学実験 VI」
水資源学研究室
「農学実験 VI」
応用植物生態学研究室
「緑地学入門」「農学実験 V」
環境デザイン研究室
「図学」「緑地学入門」「農学実験 V」
環境気象学研究室
「緑地学入門」「環境気象学」「農学実験 V」
準備学習（予習・復習等）の内容
指導教員の指示に従うこと。
教科書
特に指定しないが，指導教員と相談する。
参考書
特に指定しない。
成績評価の方法
研究姿勢40％，発表30％，論文30％の割合で評価する。なお，評
価は関連分野の複数の教員で行う。
その他
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農芸化学科
農芸化学科

科目ナンバー：(AG)BCH191J
科

目

2017～2021年度入学者

化学

名

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)BBI191J
担当者
安保

科

充

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
原子・分子の成り立ちから , 化学結合やその安定性など分子レベ
ルでの内容を理解した後 , スペクトルやエネルギー準位 , 熱力学・
化学平衡など化学量論的な内容も学習する。本講義では農芸化学の
専門科目の学習に役立つ化学の基礎を概説する。
《授業の概要》
原子の電子配置や周期性 , 分子レベルでの構造 , 安定性などの議
論から化学結合に関しては有機化学への導入部分として , また , 熱
力学や平衡論では物理化学・分析化学の基礎部分を担う。また , 反
応速度については酵素化学・有機化学の導入的内容が含まれる他 ,
配位化学など無機化学に相当する内容や核化学の導入についても解
説する。
授業内容
第1回 イントロダクション 原子 , 分子 , 化合物
第2回：原 子の構造と安定性（光と電磁波）（ボーアモデル , 量子
数と原子軌道）
第3回：化学結合（イオン結合 , イオン化エネルギー）
第4回：化学結合（点電子構造 , 共有結合）
第5回：分子の形（VSEPR モデル，混成軌道 , 分子軌道理論）
第6回：気体の法則（ボイル , シャルル , ドルトンの分圧の法則）
第7回：熱化学（エンタルピー，エントロピー，自由エネルギー変
化）
第8回：化学平衡
第9回：酸塩基（酸と塩基の性質）
第10回：酸塩基（中和反応 , 緩衝液）
第11回：酸化と還元（半反応式）
第12回：酸化と還元（酸化還元電位）
第13回：化学反応速度論
第14回：遷移元素と配位化学

目

2022年度以降入学者

生物学

名

単位数
2単位

担当者
伊東

昇紀

授業の概要・到達目標
＜授業の達成目標及びテーマ＞
人間生活に密着した食品・環境・生物機能分野について探求する
農芸化学で、学問の基礎となる生物に関する基本的な知識を身につ
けることにより、農芸化学の発展的な講義科目の理解を容易にし、
体系的に学問を身につけることを目的としています。
＜授業の概要＞
生命を基本単位である細胞の構造と、生命活動を支える化学反応
とエネルギー獲得機構について説明する。生命を次世代につなぐ遺
伝現象の分子機構を説明し、その応用技術を紹介する。ウイルス・
細菌・菌類・植物・動物についてそれぞれ構造と特徴について解説
した上で、地球環境と生態系について説明し、生物学全般について
概観する。
授業内容
第１回：細胞の構造
第２回：生命を作る分子
第３回：細胞の活動と酵素反応
第４回：エネルギー獲得機構
第５回：細胞分裂とメンデル遺伝学
第６回：DNA からタンパク質へ
第７回：遺伝子の発現制御とバイオテクノロジー
第８回：細胞増殖と発生
第９回：ウイルスと微生物
第10回：植物と菌類の構造
第11回 植物の応答と生殖
第12回：動物の形態と機能
第13回：感覚器と免疫系
第14回：分類学の基礎と学名

履修上の注意
高校で化学を履修していない学生は復習の時間を要する。
履修上の注意
教科書の指定はありませんが、参考書としてリストアップした
マーダー生物学の内容に沿って進めることを予定しています。

準備学習（予習・復習等）の内容
教科書を予習して授業に出席すること。
教科書
マクマリー 一般化学（上）（下） J. McMURRY
（ほか）著 （東
京化学同人）
トロウ 化学入門 N. TRO（ほか）著 （東京化学同人）
トロウは高校で化学を選択していなかった人向けで , 副教材とし
て使用してください。
教科書はマクマリーを使用します。
参考書

準備学習（予習・復習等）の内容
各回予習、復習をしっかりすることをおすすめします。
教科書
特になし
参考書
「マーダー生物学（原書第5版）」Sylvia S. Mader, Michael Windelspecht 著 藤原晴彦監訳
東京化学同人

成績評価の方法
講義中の演習（30％）と期末の試験（70％）

成績評価の方法
講義への出席状況（50%）と定期試験の結果（50%）により評価
する

その他

その他

― 264 ―

科目ナンバー：(AG)AGC191J
科

目

名

単位数

科目ナンバー：(AG)ACH241J
担当者

科

2022年度以降入学者

農芸化学

2017～2021年度入学者

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者
2単位

農芸化学科
教員

農芸化学

必修化学

2017～2021年度入学者

2単位

安保

充

分析化学

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
人間生活に密着した農芸化学の理念と方針を理解し，これから学
ぶことと社会とのつながりを知ることを目的とします。将来の自分
の可能性を考えるきっかけとなることを期待しています。
《授業の概要》
この授業では農芸化学の食品・環境・生物機能分野について，学
科の全教員から，個々の研究分野の解説と関連する話題，研究の展
開，将来の展望などについて講義します。
授業内容
農芸化学科では，生物機能を応用したバイオテクノロジーと最新
のサイエンスを融合した手法を用い，人間生活に関わりのある食品・
環境分野の諸課題を解決するための教育研究を行っています。人間
生活に密着したバイオサイエンスを通して，幅広い知識・スキル，
チャレンジ精神，高いコミュニケーション能力を有する人材を育成
します。積極的に行動し，仲間を作り，社会に貢献できる人として
成長し，将来社会をリードしていく「個」として活躍するための基
礎力の養成を目標としています。具体的には，食品・環境分野にお
ける健康・機能・安全・保全を評価し高めるために必要な幅広い教
育研究を行なっています。これらの内容について以下の予定で講義
します。
第１回 ガイダンス 農芸化学とは
第２〜４回 食品分野（複数担当）
第５〜７回 環境分野（複数担当）
第８〜10回 生物機能分野（複数担当）
第11〜14回 微生物科学分野（複数担当）
日程は進行状況によっては変更することがあります。
第1回のガイダンスにおいて、具体的なスケジュールを提示しま
す。

履修上の注意
授業では，幅広い農芸化学分野を紹介します。学生自らが，図書
館等の書籍や文献で理解を深めることを期待します。自習の成果と
して農芸化学分野でのレポートを提出する必要があります。
準備学習（予習・復習等）の内容
配布する資料に目を通し，知識を深めておくこと。
教科書
「農芸化学に学ぶ」日本農芸化学会のＨＰ , https://www.jsbba.
or.jp/manabu/
教科書は指定しません。授業の中で資料を配布し，参考書を紹介
します。

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
原子・分子の成り立ちから , 化学結合やその安定性など分子レベ
ルでの内容を理解した後 , スペクトルやエネルギー準位 , 熱力学・
化学平衡など化学量論的な内容も学習する。本講義では農芸化学の
専門科目の学習に役立つ化学の基礎を概説する。
《授業の概要》
原子の電子配置や周期性 , 分子レベルでの構造 , 安定性などの議
論から化学結合に関しては有機化学への導入部分として , また , 熱
力学や平衡論では物理化学・分析化学の基礎部分を担う。また , 反
応速度については酵素化学・有機化学の導入的内容が含まれる他 ,
配位化学など無機化学に相当する内容や核化学の導入についても解
説する。
授業内容
第1回 イントロダクション 原子 , 分子 , 化合物
第2回：原子の構造と安定性（光と電磁波）（ボーアモデル , 量子
数と原子軌道）
第3回：化学結合（イオン結合 , イオン化エネルギー）
第4回：化学結合（点電子構造 , 共有結合）
第5回：分子の形（VSEPR モデル，混成軌道 , 分子軌道理論）
第6回：気体の法則（ボイル , シャルル , ドルトンの分圧の法則）
第7回：熱化学（エンタルピー，エントロピー，自由エネルギー変
化）
第8回：化学平衡
第9回：酸塩基（酸と塩基の性質）
第10回：酸塩基（中和反応 , 緩衝液）
第11回：酸化と還元（半反応式）
第12回：酸化と還元（酸化還元電位）
第13回：化学反応速度論
第14回：遷移元素と配位化学

履修上の注意
高校で化学を履修していない学生は復習の時間を要する。
準備学習（予習・復習等）の内容
教科書を予習して授業に出席すること。
教科書
マクマリー 一般化学（上）（下） J. McMURRY
（ほ か） 著
（東京化学同人）
トロウ 化学入門
N. TRO（ほか）著 （東京化学同人）
トロウは高校で化学を選択していなかった人向けで , 副教材とし
て使用してください。
教科書はマクマリーを使用します。

参考書
農芸化学の事典 生田参考開架 R613/32//S
その他講義において紹介します。

参考書

成績評価の方法
成績評価は、毎回担当教員に提出した小レポートと最終レポート
にて行ないます。詳しくは最初の授業で説明します。

成績評価の方法
講義中の演習（30％）と期末の試験（70％）

その他
農芸化学科全教員が担当する予定です。担当教員ごとに小レポー
ト（A5版）を課し、出席表に替えて提出を求めます。

その他
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科目ナンバー：(AG)BCH121J
科

目

名

単位数

科目ナンバー：(AG)BIO121J
担当者

科

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者

有機化学

2017～2021年度入学者

2単位

荒谷

生化学Ⅰ

博

有機化学Ⅰ

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標》
生体や食品に含まれるほとんどの成分は有機化合物であり、それ
らは酵素による化学変換あるいは非酵素的な反応によって作られ
る。これらの有機化合物の構造や反応を学ぶことは「農芸化学」に
必須であり、不可避である。生化学等で学習する代謝反応や食品に
含まれる成分の生成過程などの“反応機構”を理解し、書けるよう
になることが目標である。本科目で学習する内容は生物有機化学（農
化）の基礎ともなるものであり、この科目をしっかりと理解するた
めの準備段階でもある。したがって、単位の取得のみを目的とした
その場しのぎの学習は避けるべきである。有機化学を基盤とする研
究分野に進みたいと思う者は3年次終了までに参考書として示した
成書のいずれかを、自主的に学習することが望ましい。
《授業の概要》
化学（必修１）で学習した電子構造、酸・塩基などの内容は理解
していることを前提に、「ブルース有機化学概説第３版」を教科書
として、講義を進める。講義内容は概ね教科書に沿って行うが、一
部順序を入れ替える。有機化学Ⅱでは有機化学Ⅰで学習した内容を
基盤に、農芸化学の様々な分野で頻出するカルボニル化合物、アル
コール、アミンなどの反応を学習する。有機化学Ⅰの習得は有機化
学Ⅱの学習に必須である。
授業内容
＊講義は概ね教科書に沿って進行する。
＊括弧内には教科書の該当する章を示した。
第1回：酸と塩基 （2）
第2-3回：有機化合物の命名と構造、構造式の書き方 （3）
第4回：異性体 （4）
第5回：アルケン （5）
第6-7回：アルケンおよびアルキンの反応 （6）
第8-9回：非局在化電子、ベンゼンの反応 （7）
第10回：中間試験
第11-12回：ハロゲン化アルキルの置換反応と脱離反応 （8）
第13-14回：ア ルコール、アミン、エーテル、およびエポキシドの
反応 （9）

2単位

石丸

喜朗

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
生命維持のしくみを，生物を構成する化合物とその性質・機能か
ら講義する。その際に，高等学校での履修の多様化にできるだけ配
慮し，教科書に沿って授業を進めると共に，可能な限り平易に講義
する。
《到達目標》
高等学校の生物・化学で学んだ生体構成成分について分子・原子
のレベルから理解できるように講義を進める。具体的には，構成す
る元素，特に「炭素，窒素，酸素，水素」の電子配置等の特質が、
どのように生物内での反応と関わるかを講義する。この講義は，２
年次以降の専攻分野の講義を理解する上で必須となる。生物を構成
する化合物の構造，性質，機能を理解することを目標とする。
授業内容
第１回：イントロダクション（生化学入門）
第２回：水
第３回：アミノ酸
第４回：タンパク質の一次構造
第５回：タンパク質：三次元構造
第６回：タンパク質：機能
第７回：酵素の特性
第８回：酵素の反応速度論
第９回：酵素の反応機構
第10回：補酵素とビタミン
第11回：単糖類の構造と性質
第12回：多糖類とその他の糖類
第13回：脂質と生体膜
第14回：総括

履修上の注意
本科目は農芸化学科の必修 （１） の科目であり、2年次までに単
位を修得する必要がある。
有機化学に関わる基礎科目は研究室配属前に「化学」→「有機化学」
→「有機化学・有機分析実験」→「生物有機化学」のように順次学習
するようにプログラムされている。
準備学習（予習・復習等）の内容
シラバスの予定にしたがって教科書を予習し、受講後は各章内の
問題を解くなどして復習すること。有機化学は高校までの学習と同
様に演習問題を解くことで効率の良い学習効果が得られるので、章
末問題も解かずして良い成績を修めることは難しいでしょう。
構造式の骨格構造での描画を早々にマスターし、効率の良い学習を
心掛けたい。
教科書
『ブルース有機化学概説
学同人、2016）

第3版』P. Y. Bruice 著、大船ら監訳（化

参考書
『ブルース有機化学 第7版 上下』P. Y. Bruice 著、大船ら監訳
（化学同人、2014、2015）
『ボルハルト・ショア有機化学 第8 版 上下』K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore 著、古賀ら監訳（化学同人、2019 、2020）
『ジョーンズ有機化学 第５版 上下』Jr., M. Jones, S. A. Fleming 著、奈良坂ら監訳（東京化学同人、2016）

履修上の注意
生化学 I と生化学 II を合わせて理解することで、生化学の基礎を
習得することができる。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に、シラバスに従って教科書の該当部分を予習し，理解でき
ない部分があれば授業で質問すること。復習として、教科書の章末
問題を解いて巻末の解答を確認し、参考書の該当箇所を読むこと。
教科書
『ホートン生化学 第５版』鈴木紘一他監訳（東京化学同人）
参考書
『カラ－図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第１巻 細胞生物
学』デイヴィッド・サダヴァ他著，石崎泰樹他監訳（講談社）

成績評価の方法
期末試験を80%、中間試験および平常点を20% として評価する。
なお、期末試験の試験範囲は1～9章とする。

成績評価の方法
期末試験（90％）と授業への貢献度（10%）で評価する。

その他
天然物有機化学研究室（第一校5号館507A 号室）

その他
食品機能化学研究室（第一校舎5号館6階603号室）
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科目ナンバー：(AG)BIO121J
科

目

名

科目ナンバー：(AG)AGC121J

単位数

生化学Ⅱ

2単位

担当者
島田

科

授業内容
第１回：本講義の概要
第２回：代謝について
第３回：酵素活性制御の基礎
第４回：代謝活性制御の基礎
第５回：解糖系
第６回：糖新生
第７回：ペントースリン酸経路
第８回：グリコーゲン代謝
第９回：TCA 回路
第10回：電子伝達系と ATP 合成
第11回：脂質代謝
第12回：アミノ酸代謝
第13回：ヌクレオチド代謝
第14回：総括

名

微生物学Ⅰ
（農化）

友裕

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
生命のしくみを、代謝と生体エネルギーを中心として、その構成
と制御機構から講義する。教科書に沿って授業を進めると共に、可
能な限り平易に講義する。
《到達目標》
細胞構成成分の異化・同化に関わる代謝系およびエネルギー生成
について、その構成および制御機構を学ぶことにより、動的な生命
の仕組みを理解することを目標とする。この講義は以後の農芸化学
専攻分野の講義を理解するための基礎となるので、十分に予習・復
習して理解すること。

目

単位数
2単位

担当者
中島

春紫

授業の概要・到達目標
目に見えない微生物を観察する「微生物学的アプローチ」を理解
し、微生物とヒトとの深い相互関係について、（１） 発酵などの微生
物の利用、（２） 腸内細菌などの微生物との共生、（３） 病原菌など有
害微生物の排除の３つの観点から学ぶ。微生物研究の歴史および、
生物のモデルとして細胞構造、機能、代謝、遺伝などの基礎を系統
的に学習する。地球上のさまざまな環境中に生息し、生き残り、増
殖するために、さまざまな機能を駆使している微生物の実態につい
て理解することを目標とする。
授業内容
第１回：微生物学とヒトトの関わり
第２回：微生物学の歴史
第３回：微生物の取り扱い法
第４回：生体内低分子の構造と代謝
第５回：生体高分子の構造と代謝
第６回：膜構造と細胞内器官
第７回：酵素反応の基礎
第８回：微生物のエネルギー獲得機構 （1）
第９回：微生物のエネルギー獲得機構 （2）
第10回：発生学の基礎
第11回：微生物の多様性
第12回：病原微生物との戦い
第13回：発酵食品の科学
第14回 a：まとめ
講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
「微生物学Ⅱ」とともに必修科目なので必ず履修すること

履修上の注意
シラバスに沿って教科書を予習し、受講後は必ず復習すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義中に理解できないときは、質問や復習をすること。
教科書
『ホートン生化学』第５版

鈴木紘一他訳

教科書
教科書は指定しない。講義内容を解説するプリントを毎回配布す
る。

東京化学同人

参考書
適宜、講義中に紹介する。
成績評価の方法
定期試験の成績（80%）＋出席状況と小テスト（20%）により評
価する。
その他
質問は授業終了後または研究室にて受け付ける。
ゲノム微生物学研究室（３号館３階３－３０８ A 号室）

準備学習（予習・復習等）の内容
講義の理解には化学と生物の基礎的な知識が必要となるので，日
頃より高校レベルの参考書等を随時参照して必要な知識の収集と理
解に務めること。
配布したプリントの内容について、データ解析演習および用語の
解説を重点的に復習し、専門知識と専門用語を系統的に学習するこ
と。

参考書
「キャンベル生物学（第11版）」N. A. Campbell, J. B. Reece
（丸善）
「マーダー生物学（原書第5版）」S. S. Madar（東京化学同人）
「微生物学」大木理（東京化学同人）
「ベーシックマスター微生物学」掘越弘毅監修（オーム社）
「図解微生物学入門」井上明・中島春紫（オーム社）
「発酵の科学」中島春紫（講談社ブルーバックス）
成績評価の方法
定期試験の結果により評価する。出席状況を考慮する。
その他
講義に関する質問等は随時受け付ける。
微生物生態学研究室（５号館５階506号室）
E-mail: harushi@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)AGC121J
科

目

名

微生物学Ⅱ（農化）

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)BIO111J
担当者
中島

科

授業内容
第１回：微生物学の大きさと代謝効率
第２回：真核微生物の多様性と生態
第３回：遺伝学と細胞分裂
第４回：分類学の基礎
第５回：微生物の生育環境
第６回：ウイルスの構造と生態
第７回：生態系と人間の影響
第８回：微生物の測定技術
第９回：物理的増殖制御
第10回：化学的増殖制御
第11回：一次代謝産物と発酵工業
第12回：二次代謝産物と発酵工業
第13回：酒類醸造の科学
第14回 a：まとめ
講義内容は必要に応じて変更することがあります。

準備学習（予習・復習等）の内容
講義の理解には化学と生物の基礎的な知識が必要となるので，日
頃より高校レベルの参考書等を随時参照して必要な知識の収集と理
解に務めること。
配布したプリントの内容について、データ解析演習および用語の
解説を重点的に復習し、専門知識と専門用語を系統的に学習するこ
と。
教科書
教科書は指定しない。講義内容を解説するプリントを毎回配布す
る。
参考書
「キャンベル生物学（原書第11版）」N. A. Campbell, J. B. Reece
（丸
善）
「マーダー生物学（原書第5版）」S. S. Madar（東京化学同人）
「ベーシックマスター微生物学」掘越弘毅監修（オーム社）
「図解微生物学入門」井上明・中島春紫（オーム社）
「発酵の科学」中島春紫（講談社ブルーバックス）

その他
講義に関する質問等は随時受け付ける。
微生物生態学研究室（５号館５階506号室）
E-mail: harushi@meiji.ac.jp

単位数
2単位

担当者
前田

理久

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
分子生物学は日進月歩で，その内容も広く，深くなっている。限
られた時間内で最低限必要な現象の理解を主眼として進める。講義
は基本的な内容を中心に行うが，その内容も膨大な量になっている
ため，より高度なものに関しては，なるべく講義中に各個人で勉強
できるように配慮する。
《到達目標》
分子生物学は今や現代人の常識として位置づけられている。新聞
やニュースが理解できるだけではなく，身近な健康，医療，環境に
おいても十分に判断できる根拠となる知識として必須である。分子
生物学の中心は，情報の概念と情報識別の原理である。これらを確
実に理解することを目標とする。
授業内容
第１回：ガイダンス，イントロダクション（分子生物の世界）
第２回：核酸
第３回：組換え DNA
第４回：タンパク質ー核酸相互作用
第５回：遺伝暗号，遺伝子，ゲノム
第６回：遺伝物質の物理構造
第７回：転写
第８回：細菌の転写制御
第９回：真核生物の転写制御
第10回：RNA プロセシング
第11回：翻訳に関わる分子
第12回：翻訳の工程
第13回：細菌の DNA 複製
第14回：真核生物の DNA 複製
講義内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
生命現象の理解は，物理化学の法則に基づく分子と分子の相互作
用および生化学反応を理解することを基礎におく。ある程度の化学，
生物化学の基礎知識が必要であるから，各自勉強しておくこと。ま
た，高校で生物を選択していない人は各自高校生物の関係部分も勉
強しておくこと。

履修上の注意
「微生物学 I」とともに必修科目なので、必ず履修すること。

成績評価の方法
定期試験の結果により評価する。出席状況を考慮する。

名

基礎分子生物学

春紫

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
多様な微生物の構造・生育環境・代謝の特徴・分類について系統
的に学習し、専門用語と基礎となる概念を関連性をもって理解する。
微生物の生育と測定法の原理、微生物の増殖の物理的および科学的
な制御方法および工業的な利用法、発酵食品および酒類醸造の原理
と技術的なポイントについて習得するともに微生物と人類との関わ
りについて理解を深める。
《授業の概要》
微生物の多様性と分類・微生物と環境・微生物の生育と測定技術・
微生物の増殖制御と工業的利用法・発酵食品製造および酒類醸造の
原理と基本的技術について可能な限り簡明に講義する。

目

準備学習（予習・復習等）の内容
教科書は予習・復習・自習用として指定している。講義の進行は
ガイダンス時に計画を示すのできちんと予習しておくこと。
例年講義中盤から脱落する人が多い。予習・復習の手を抜かない
ことが肝要であることをアドバイスしておく。
現象を正しく理解し，適切な用語を用いて説明できることが目標
である。図を見て何となく分かった気になって，その後の作業を怠
らないように注意せよ。
教科書
「分子生物学 ゲノミクスとプロテオミクス」（東京化学同人）
講義には必ず教科書を携帯して受講すること。
予習・復習，および文章表現の参考として利用できる。
参考書
「分子細胞生物学 第７版」（東京化学同人）
「ワトソン 遺伝子の分子生物学 第７版」（東京電気大学出版局）
「細胞の分子生物学 第６版」（ニュートンプレス）
成績評価の方法
毎回授業内容に関するクイズをポータルに上げる。指定期間に提
出することで出席とする。
また，レポート課題，宿題，自由課題を課すこともある。
評価は，基本的に学期末定期試験で行うが，上記のアクティビティ
も評価に組み入れる場合もある。
その他
講義に関する質問等は随時受け付ける。
微生物遺伝学研究室（５号館６階６０５号室）
E-mail: mmaeda@meiji.ac.jp

― 268 ―

科目ナンバー：(AG)BCH121J
科

目

名

単位数

科目ナンバー：(AG)AGC251J
担当者

科

目

名

単位数

担当者

2単位

金子賢太朗

2022年度以降入学者

生物有機化学

2単位

2017～2021年度入学者

久城

栄養科学

哲夫

有機化学Ⅱ

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
生体や食品に含まれる有機化合物は、生命体や食品等を構成する
重要な物質であり、炭素、水素、酸素、窒素、硫黄などから構成さ
れている。有機化合物の合成、変換、分解等の過程を、反応機構を
書くことで「化学的」に理解することは、農芸化学科の学生に必須
である。有機化学Ⅱ（生物有機化学）の学習内容は有機化学Ⅰのそ
れを引き継ぐものであり、有機化学Ⅰの修得は不可欠である。芳香
族化合物に関する内容に加えて、生体関連物質として特に重要なカ
ルボニル基を含む化合物などについて学習する。重ねて書くが、当
該科目の単位修得には有機化学Ⅰの内容の修得が必須であり、学習
が不十分な学生は事前に有機化学Ⅰの教科書を再学習することを強
く勧める。
2022年度の有機化学Ⅱ（生物有機化学）の教科書は、困ったとき
の有機化学（第2版）下、である。
《到達目標》
反応機構を修得することにより、酵素が行う生化学反応や食品成
分間で生じる化学反応の反応機構についても理解できるようになり
たい。

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
食べることは生命活動を維持するために必須の行為であり，生活
習慣病の世界的な蔓延とも相まって，食と健康・栄養に対する社会
的ニーズは高まっています。また食品は私たちの身体と同じく多種
多様な化合物の集合体であり，互いに協調しながら相互作用を行っ
ています。本講義では食品中に含まれる五大栄養素（糖質，脂質，
タンパク質，ビタミン，ミネラル）について，その消化・吸収・代
謝について概説します。さらに日本人の食事摂取基準等の解説を通
して正しい栄養状態の理解を深めると共に，口から摂取した食品に
含まれる栄養素などの機能性成分の生体内での役割（機能性）を解
説します。
《到達目標》
五大栄養素の体内における消化・吸収・代謝について理解を深め
ると共に，食品摂取が身体に及ぼす生理作用について理解すること
を目標とする。

授業内容
講義は教科書（困ったときの有機化学（第2版）下）に沿って、
以下の順番で行う。
[ 第1－2回 ] 有機化学Ⅰ（春学期）の復習（1, 2）
[ 第3回 ] 1章．芳香族性、4章．芳香族求電子置換反応 （1）
[ 第4回 ] 4章．芳香族求電子置換反応 （2）
[ 第5回 ] 4章．芳香族求電子置換反応 （3）、5章．芳香族求核置
換反応
[ 第6－7回 ] 6章．ケトンとアルデヒド（1, 2）
[ 第8－9回 ] 7章．カルボン酸誘導体（1. 2）
[ 第10回 ] 中間試験（試験範囲：有機化学Ⅰおよび有機化学Ⅱ第9
回までの内容）
[ 第11回 ] 8章．エノールとエノラート （1）
[ 第12回 ] 8章．エノールとエノラート （2）
[ 第13回 ] 8章．エノールとエノラート （3）
[ 第14回 ] まとめ、補足
＊2章 IR 分光法および 3章 NMR 分光法の内容は本講義では学習
しない（「有機分析化学」で学習する）。 また、9章 アミンおよび
10 章 ディールスアルダー反応は各自で学習することを勧める

授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：日本人の食事摂取基準と食欲
第３回：栄養素の消化・吸収・代謝の概要
第４回：細胞内での栄養素代謝の概要
第５回：糖質の消化・吸収・代謝
第６回：糖代謝の制御
第７回：脂質の消化・吸収・代謝
第８回：脂質の生理
第９回：タンパク質の消化・吸収・代謝
第10回：タンパク質の生理
第11回：ビタミン・ミネラルの生理作用
第12回：非栄養成分の生理作用
第13回：食と生活習慣病
第14回：総括
講義内容や順番は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
有機化学Ⅰの単位未修得者および B 以下の成績の者は夏季休業
中に再学習することを強く勧める。特に再履修者は、他の教科書を
併せて読むなどの学習の工夫が必要かもしれない。
有機化学Ⅰの教科書中に「この科目で成功する秘訣は、試験の前
日に詰め込むのではなく毎晩少しずつやることである。詰め込みは、
ほかの科目ではうまくいくかもしれないが、有機化学では難しい。」
とある。有機化学Ⅱの単位を確実に修得するには、計画的な学習が
必要である。

履修上の注意
３，４年生向きに開催される「栄養生化学」の受講を考えている
学生は，本講義の受講を望みます。

準備学習（予習・復習等）の内容
有機化学Ⅰの内容を修得していない者は、事前に総復習しておく
こと。
シラバスの予定にしたがって教科書を予習し、受講後は各章内の
問題を解くなどして復習すること。
有機化学は演習問題を解くことで効率の良い学習ができるので、
問題を繰り返し解くことを勧める。
教科書
『困ったときの有機化学
監訳（化学同人、2019）

第2版

( 下 )』D.R. クライン著、大船ら

参考書
上下巻に分冊になっている有機化学の成書で学習することが望ま
しい。『ボルハルト ショアー有機化学第8版 上下』、K. P. C.
Vollhardt、N. E. Schore 著、大船ら監訳（化学同人、2019、2020）
等は研究者を目指す者に標準的なレベルである。
成績評価の方法
期末試験を85%、中間試験を10％、平常点を5% として評価する。
その他
ケミカルバイオロジー研究室（第一校舎6号館406A 号室）

準備学習（予習・復習等）の内容
配布資料やノートにより復習を行うこと。本講義は特に前提とな
る履修科目を指定しませんが，生化学の基礎的な知識が必要です。
教科書
特に指定しません。講義はプリントを配布して行います。
参考書
『エッセンシャル栄養化学』佐々木努・編著（講談社）
『エッセンシャル食品化学』中村宜督・榊原啓之・室田佳恵子・
編著（講談社）
成績評価の方法
定期試験（60％）と小テスト・課題・平常点など（40％）により
評価します。
その他
講義に関する質問等は随時受け付けます。
栄養生化学研究室（５号館６階606A 室）まで気軽に来てください。
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科目ナンバー：(AG)AGC251J
科

目

名

食品化学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGC281J
担当者
竹中

科

授業内容
第１回：イントロダクション（食品とは、食品の機能、食品に関す
る諸問題）
第２回：水分（食品中の水の存在形態）
第３回：水分（水分活性）
第４回：炭水化物（単糖，二糖類の構造と性質）
第５回：炭水化物（オリゴ糖，多糖類の構造と機能）
第６回：炭水化物（食物繊維の物性と機能）
第７回：脂質（脂肪酸の構造と性質）
第８回：脂質（食品中の主要な油脂の特徴）
第９回：脂質（リン脂質，コレステロール）
第10回：タンパク質（タンパク質・アミノ酸の構造と機能、タンパ
ク質の変性）
第11回：タンパク質（植物食品中の主要なタンパク質）
第12回：タンパク質（動物食品中の主要なタンパク質）
第13回：食品成分表
第14回：総括

名

単位数

担当者

2単位

村上周一郎

授業の概要・到達目標
産業の発展や人口増加に伴い、我々を取り巻く環境は様々な影響
を受け、変化していきます。この講義では、まず環境問題を誘発す
る要因について説明します。次に現在、あるいは今後人類の将来に
大きな問題となる可能性のある事項、特に広い地域・大陸レベル、
あるいは地球規模の問題を概説します。また身近な環境問題として、
廃棄物やリサイクル、さらに将来における1つのモデルとして循環
型社会について説明していきます。
この講義を通して環境や環境問題に関する基本的な知識を学び、
農学部を卒業する学生として必要な素養を身につけることをこの講
義の到達目標としています。
授業内容
第1回：イントロダクション―この授業で学ぶこと―
第2回：環境に影響を与える因子 -1（人口の増加）
第3回：環境に影響を与える因子 -2（エネルギー・電気）
第4回：物質の循環
第5回：オゾン層の破壊
第6回：温室効果ガスの種類と挙動
第7回：地球温暖化と IPCC の活動
第8回：COP とパリ議定書
第9回：砂漠化
第10回：水環境の悪化（有機物・富栄養化、処理）
第11回：水質（抗生物質の拡散）
第12回：廃棄物の処理とリサイクル
第13回：緑の保全と循環型社会・SDG ｓ
第14回 a：試験
b：試験の正答解説
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
この講義では、幅広い分野を網羅的に取り扱うため、授業は各論
的に進行します。そのため、より内容を理解するためには、授業へ
の積極的な出席と授業内容の復讐を要望します。

履修上の注意
各回の講義終了時に小テストを行う。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習として，教科書およびクラスウェブ等に提示された資料の該
当箇所を読んでおくこと。復習として，教科書及び資料の該当箇所
を読み、不明な点は質問すること。
教科書
『わかりやすい食品化学（第２版）』吉田勉・監修，早瀬文孝・佐
藤隆一郎編著（三共出版）
参考書
特に定めない。

環境科学

麻子

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
食品はわれわれが食事のたびに口にする身近なものである。食品
からの栄養素の摂取が生命や健康の維持に必要であることに加え、
食品のおいしさや疾病予防効果も近年大きな注目を集めている。こ
の講義では，栄養素として機能する食品成分の構造，性質について
解説する。農芸化学科のカリキュラムの中で、食品系科目の基礎と
して位置づけられる講義である。
《到達目標》
食品中の水分・炭水化物・脂質・タンパク質の構造と性質，はた
らきについて理解することを到達目標とする。

目

準備学習（予習・復習等）の内容
板書したノートと授業中に配付するプリントの該当箇所を振り返
り，不明な部分があれば参考書等に目を通しておくこと。
教科書
特に定めません。必要に応じて，適宜プリントを配布します。
参考書
『環境科学要論，第２版』，世良 力 著（東京化学同人）
『環境』齋藤 勝裕 著（三共出版）
『環境科学』金原 粲 著（実践出版）
『環境科学』吉原利一編（Ohmsha）
『環境の科学 三訂版』山口勝三，菊地立，斎藤紘一 共著（培
風館）

成績評価の方法
定期試験（60％）と小テスト（40％）の成績で評価する。

成績評価の方法
平常点（10％）と期末テスト（90％）により評価します。

その他
講義に関する質問は随時受け付ける。
食品生化学研究室（５号館６階602号室）
E-mail: takenaka@meiji.ac.jp

その他
特にオフィスアワーは設けませんが，質問等があれば研究室（３
号館 3-304Ａ）に来てください。
連絡先：smura@meiji.ac.jp，044-934-7098

― 270 ―

科目ナンバー：(AG)AGC211J
科

目

土壌化学

名

科目ナンバー：(AG)BIO111J

単位数
2単位

担当者
加藤

科

授業内容
第１回：土壌学とは（土壌学の歴史，土と土壌の違い，土壌学と他
学問との関連，土壌の機能：なぜ土壌学を学ぶ必要がある
のかを概説）
第２回：土壌とはいったい何か - 土壌の構成物質と土壌ができるまで 第３回：土壌中での主要反応と物質挙動変化
第４回：科学的な土壌の分類 - 土壌の三相構造と組成 第５回：土壌粘土鉱物の構造と機能
第６回：土壌有機物の生成と機能
第７回：土壌中の水の役割 - 植物への水供給と物質移動 第８回：土壌での荷電発現と物質の吸着
第９回：土壌 pH と土壌の pH 緩衝能
第10回：土壌での物質挙動1- 陽イオン 第11回：土壌での物質挙動2- 陰イオン 第12回：土壌生物の種類と働き
第13回：物質循環と土壌微生物 - 窒素循環を例に 第14回 a：定期試験
b：講義全体のふりかえりとまとめ
履修上の注意
基礎化学の知識を必要とする．また基礎的な物理・生物の素養が
あることが望まれる．
「土壌化学」は，
「土壌圏科学」，「土壌環境保
全学」の基礎的理論を構成する．
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：各講義回に該当する教科書について一読する．
復習：配布した資料，板書内容と関連付けながら教科書の該当部分
を再読する．
教科書
講義時に配布する資料
『改訂 土壌学概論』 犬伏和之・白鳥豊編

朝倉書店

参考書
『新版 土壌学の基礎－生成・機能・肥沃度・環境（農学基礎シリー
ズ）』 松中照夫著 農文協
『土壌サイエンス入門』 三枝正彦・木村眞人編 文永堂出版
『最新土壌学』 久馬一剛編 朝倉書店
『環境土壌学』 松井健・岡崎正規編 朝倉書店
成績評価の方法
期末試験（60%）＋小テスト・レポート（40%）
2/3以上の出席が期末試験受験のための必要条件である．
その他
土壌圏科学研究室（3号館3階302A）
オフィスアワー：在室していれば随時可（メールにて事前問い合
わせすることが望ましい）
E-mail: mkatoh@meiji.ac.jp

名

分子生物学
（農化）

雅彦

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本講義は，土壌の化学的機構を中心に土壌の構造と機能を基礎科
学の視点から理解することを目的とする．本講義で得られる知識は，
土壌の農業生産機能や環境保全機能を理解するために必要となる．
土壌は，植物が生育するために不可欠な基盤であるとともに，足
元の土壌も地球を構成する地圏の一部であり，大気圏，水圏，生物
圏と常に相互作用している．また土壌中では，化学的，生物的，物
理的に相互に絶えず関連している．そのため，農業生産や土壌環境
保全の維持発展には，土壌の基礎機構の理解が必要となる．
《授業の概要》
本講義では，普段あまりにも身近過ぎて，あまり気にされていな
い土壌とは何かをその性状から成り立ちまで概説する．次に，土壌
の化学的機構を中心に土壌中の基礎機構を実現象と関連付けながら
説明していく．

目

単位数
2単位

担当者
小山内

崇

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
生命現象は，個々の生化学反応の上に成り立っているが，それが
細胞あるいは個体レベルで秩序が保たれているのは，それらを制御
してシステムとして機能するようにするメカニズムがあるからであ
る。このメカニズムの理解と解明に道具としてあるいは考え方とし
て重要な分子生物学の普遍性と発展性について一定の理解が得られ
ることを目的とする。
《授業の概要》
講義では，ゲノム上にある生物学的情報がどのように機能してい
るかをこれまでの知見をまとめて行う。全体を通して、遺伝子の発
現、複製、組換えといった生命現象の根本を担う反応群のメカニズ
ムについて講義を行う。講義は教科書の内容に準拠して行うが、適
宜、参考書やその他の教材を用いて進める。また，分子生物学手法
や病気と遺伝子の関係についても触れる。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：細胞の構造と機能
第３回：糖・脂質・タンパク質
第４回：遺伝子の構造と DNA 複製
第５回：DNA の損傷と修復
第６回：原核生物の転写制御
第７回：真核生物の転写制御（基本転写装置）
第８回：真核生物の転写制御（エピジェネティクス）
第９回：分子生物学的技術（基本的技術）
第10回：分子生物学的技術（最新技術）
第11回：遺伝子と病気（遺伝病）
第12回：遺伝子と病気（DNA の損傷）
第13回：遺伝子と病気（癌と遺伝子）
第14回：試験と解説
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
事前に基礎分子生物学の内容を復習しておくとよい。生命現象を
理解する上で，高校生物および他の関連講義の内容が役に立つので，
復習しておくこと。教科書は予習，復習に利用できるので活用する
こと。
準備学習（予習・復習等）の内容
生命現象を理解する上で，高校生物および他の関連講義の内容が
役に立つので，復習しておくこと。教科書は予習，復習に利用でき
るので活用すること。
教科書
「ベーシックマスター分子生物学」改訂２版（オーム社）
参考書
田村隆明『分子生物学超図解ノート』（羊土社）
「ワトソン 遺伝子の分子生物学 第７版」（東京電気大学出版局）
成績評価の方法
評価は，学期末試験・小テスト・平常点を総合的に判断して行う。
およその配分は、学期末試験（60~70%）、小テストなど（20~30%）
、
平常点（10%）である。
その他
環境バイオテクノロジー研究室（３号館３階3-310号室）
E-mail: tosanai@meiji.ac.jp
メールでの質問を歓迎します。面会希望の場合はメールでアポイ
ントメントをとることを推奨する。
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科目ナンバー：(AG)BCH221J
科

目

名

単位数

有機分析化学

2単位

科目ナンバー：(AG)BCH211J
担当者
瀬戸

科

物理化学

義哉

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
有機化合物の各種機器分析による構造解析は有機化学の中でも重
要なテーマの一つである。本講義では、他の講義内容も考慮して、
分析化学の中でも、実際の化学構造を決定するために利用する手法
である質量分析法と核磁気共鳴法を主な対象とし、それらの手法に
ついて概説する。また、それらの手法を利用した低分子化合物の構
造解析法について実践練習も行いながら学習する。さらに、質量分
析の実用例として、近年生命科学分野で良く見られる手法となった
メタボロームやプロテオームに加え、植物ホルモンの分析手法を概
説する。化合物の構造決定や分析手法についての基礎的な知識を身
に着けることを目標とする。
《授業の概要》
質量分析法について概説するとともに、質量分析法がどのように
生命科学研究に利用されているのか、幾つか実例なども含めて概説
する。また、核磁気共鳴（NMR）についてもその手法を学ぶとと
もに、実際の化合物のスペクトルを利用した、構造決定のトレーニ
ングを行う。講義内容をより深く理解する目的で、毎回、前回の講
義内容についての小テストを実施する。
授業内容
第１回：質量分析法とは。各種イオン化法について。
第２回：分子の精密質量の決定。
第３回：フラグメンテーション（原理）
第４回：フラグメンテーション（実例）
第５回：質量分析の実用例：植物ホルモン分析、メタボローム、プ
ロテオーム
第６回：核磁気共鳴法とは
第７回：化学シフト（遮蔽について）
第８回：カップリング①カップリングの基本と原理
第９回：カップリング②複雑なカップリング
第10回：13CNMR、
第11回：二次元 NMR, IR, UV
第12回：分子構造の決定練習①
第13回：分子構造の決定練習②
第14回：a: 期末試験
b: 講義全体のまとめ
履修上の注意
講義は配布する資料に基づいて進める。また、シラバスに基づき、
指定した教科書の該当箇所について、予習・復習を勧める。有機化
合物の構造決定は演習が重要なので、教科書中の問題に積極的に挑
戦することを勧める。
準備学習（予習・復習等）の内容
理解できない部分があれば授業中に質問するか、オフィスに来て
ください。
教科書
『ビギナーズ有機構造解析』、川端潤、（化学同人）、2015年
参考書
『有機化合物のスペクトルによる同定法 第7版』、荒木ら訳、（東
京化学同人）、2006年
『資源天然物化学（改訂版）』秋久ら、（共立出版）、2017年
成績評価の方法
成績は期末試験（70%）と小テスト・出席などによる平常点（30%）
で評価します。
その他
植物制御化学研究室（第一校舎3号館3階306A 室）
オフィスアワーは特に指定しません。質問・疑問があれば研究室に
来てください。

目

名

単位数
2単位

担当者
中村

卓

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農芸化学科の必修科目 （2） で2年生以上が対象です。本授業で
は農芸化学分野で必要となる物理化学の基礎知識と基本概念を理解
し、我々が五感で感じられる物事を定量的に考え説明できる様にな
ることを目標とします。
《授業の概要》
化学は多様な物事を分子（原子）という概念で理解する学問です。
その中で、物理化学は定量性を特徴とする体系です。具体的には、
物理的な手法で物質の構造・性質・変化を探究し、物質全般に通用
する原理や仕組みを定量的に明らかにします。物理化学では数式が
多く出てきますが，数式の意味の捉え方や背景にある概念を習得す
ることが重要です。社会の仕事でも定量的（数値）に物事を考え判
断することが求められます。定量的な考え方をマスターするために
は，授業を聴くだけでなく，自分で考え問題を解き，解説を聞いて
確認することが最も効率的です。
授業内容
第1回：物理化学の位置づけと基礎
【熱力学】
第2回：基本概念と気体分子運動論
第3回：熱力学第一法則
第4回：エントロピーと自発変化
第5回：ギブズエネルギー
第6回：化学平衡
第7回：イオンと電子の輸送
第8回：熱力学のまとめと中間試験１
【化学反応】
第9回：反応速度
第10回：反応式の解釈
第11回：複雑な生化学過程
第12回：化学反応のまとめと中間試験２
【分光学と生体分子の構造】
第13回：分子の回転と振動＋光分光法と光生物学
第14回： 高分子と分子集団
履修上の注意
進行状況によっては内容を変更する場合もあります。授業中に提
示した課題について授業の最後に提出を求めます。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業の最後に自習用として出された演習問題について、次回の授
業の開始時に小テストを行ないます。
教科書
教科書は指定しません。授業の中で資料を配布します。
参考書
『アトキンス生命科学のための物理化学第2版』
P. Atkins ら著，
千原秀昭ら訳，（東京化学同人，2014）シラバス本・464/1292/B/S
『アトキンス物理化学要論第6版』P. Atkins, J. de Paula 著，千原
秀昭ら訳，（東京化学同人，2016）シラバス本・431/832/J/S
『現代物理化学』寺嶋正秀ら著，（化学同人，2015）シラバス本・
431/966//S
自宅からも使える電子資料の紹介
Maruzen eBook Library（MeL）
準備：物理化学（化学はじめの一歩シリーズ 2）
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/Viewer/Id/3000042750?14
物理化学（化学マスター講座）
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009040?19
本格：しっかり学ぶ化学熱力学 ―エントロピーはなぜ増えるのか
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/Viewer/Id/3000077158?3
化学系学生にわかりやすい熱力学・統計熱力学
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054082?25
反応速度論（物理化学入門シリーズ）式の誘導等の詳細等
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054214?7
基礎からわかる機器分析（物質工学入門シリーズ）
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032898?20
有機スペクトル解析 ―MS・IR・NMR データを読む―
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012874?11
エンジニアのための分子分光学入門
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/Viewer/Id/3000028109?26
成績評価の方法
学期末試験60％と中間試験および平常点40％で評価します。
その他
食品研究室（5号館，503号室）オフィスアワー：特に設けてい
ませんが、質問があれば気軽に研究室に来て下さい。
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科目ナンバー：(AG)AGC211J
科

目

名

植物栄養学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)BIO231J
担当者
中林

科

授業内容
第１回：授業内容の紹介（全編（第1回～第1２回）の紹介）
第２回：生命の定義（生きているということ）
第３回：生命の発生と植物の誕生（原始地球での元素と生命誕生）
第４回：光合成と植物の無機栄養（光合成の電子伝達系と元素）
第５回：植物の進化（コケから高等植物へ：吸水をめぐって）
第６回：窒素代謝（根での窒素吸収と葉でのアミノ酸合成）
第７回：窒素栄養資源（人工アンモニア合成法）
第８回：植物の構成成分（成分の欠乏と過剰）
第９回：植物の栄養吸収とストレス（植物の栄養診断法）
第１０回：有機栄養と無機栄養（有機農法と植物工場）
第１１回：養液栽培の基礎知識（培養液組成）
第１２回：施設栽培から植物工場へ
第１３回：植物栄養学の先達（科学史）
第１４回：まとめ
履修上の注意
植物環境制御学（３年次）の基礎となるので、この分野に興味が
ある学生は２年次のうちに履修をおえておくことが望まれます。
この授業は対面実施を予定していますが、大学の活動制限指針に
よってはウェブ履修となる場合もあります。
大学から「自宅受講配慮者」の認定を受けている学生には、別途、
レポートの提出を求めます。
質問のある場合は、学生各自の大学アドレスから nakakazu@
meiji.ac.jp あてへ連絡をください。
準備学習（予習・復習等）の内容
生物（植物）の進化の歴史を予習しておくとよい。
毎回の授業資料を授業前日までにクラスウェブで配信するので、必
ず閲覧（遅くても授業の翌々日までに）すること。
閲覧がない場合には、減点する場合があります。

名

細胞生物学
（農芸化学科）

和重

授業の概要・到達目標
植物は移動ができず外的条件の影響を受けやすいが，一方で気象
環境の変化によく対応できます。この授業では，こうした植物をと
りまく環境条件のうち，植物が必要とする水と無機栄養素の種類と
濃度や、その吸収と分配の仕方について述べます。
植物栄養学の知識に基づいて，栽培管理がシステム化されている
植物工場（養液栽培法）についても理解を深めます。

目

単位数
2単位

担当者
竹中

麻子

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
生物個体は多くの細胞からできている。生体が恒常性を維持する
ためには，細胞・臓器・器官が連携してはたらかなければならず，
さまざまな物質と情報のやりとりが必要となる。この講義では，細
胞の構造，細胞内・細胞間の物質移動、細胞間・細胞内シグナル伝
達について，主に動物細胞をモデルとして解説する。
《到達目標》
細胞の構造，細胞内・細胞間の物質移動、細胞間・細胞内シグナ
ル伝達の基礎について理解することを到達目標とする。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：細胞膜
第３回：細胞骨格
第４回：細胞間結合
第５回：2〜4回のまとめと発展学習
第６回：細胞膜の物質輸送
第７回：細胞内タンパク質輸送
第８回：細胞内小胞輸送
第９回：6〜8回のまとめと発展学習
第10回：核内受容体の細胞内シグナル伝達
第11回：G タンパク質共役型受容体の細胞内シグナル伝達
第12回：酵素共役型受容体の細胞内シグナル伝達
第13回：10〜12回のまとめと発展学習
第14回：総括

教科書
とくに定めない。

履修上の注意
各回の講義終了時に小テストを行う。

参考書
『人を健康にする施肥』 国際植物栄養協会（農文協）
『たべて、たべられて、まわる』 高橋英一（研成社）
『栄養学の窓からながめた生物の世界』 高橋英一（研成社）
『ここまでわかった作物栄養のしくみ』 高橋英一（農文協）

準備学習（予習・復習等）の内容
予習として，クラスウェブ等に提示された資料の該当箇所を読ん
でおくこと。復習として，資料及び参考書の該当箇所を読み、不明
な点は質問すること。

成績評価の方法
成績は対面での定期（期末）試験（60％）と対面授業中の小テス
ト（２～４回で不定期：合計40％）の合計点によります。また、ク
ラスウェブ内の授業資料の閲覧がない場合には , １ファイルについ
て２点程度の減点もあります（予習または復習をお願いします）。
定期試験を欠席した場合には、早急に農学部事務室へ追試願いの申
請（理由を説明できる文書も）をしてください。受理が必要です。
一方、授業中に行う小テストを欠席した場合には、速やかに、書類
「やむを得ぬ理由を確実に証明できる書類（病院・薬局や鉄道運営
者などの発行）」のコピーを添付して、学生固有の大学アドレスか
ら中林までメールをください。また実施日から１０日以内に、５００字
から７５０字以内で作成した２課題のレポートを作成して提出いただ
きます（合計１０００字から１５００字）。詳細はシラバスの補足をご覧く
ださい。

参考書
『Essential 細胞生物学 原書第4版』中村桂子・松原謙一監訳（南
江堂）
『細胞の分子生物学 第6版』Bruce Alberts ら著（ニュートンプ
レス）
『分子細胞生物学 第8版』Lodish ら著（東京化学同人）
『プロッパー細胞生物学」George Plopper 著（化学同人）

その他
オフィスアワー：授業の後か、水曜と木曜の昼休みが望ましい。
植物環境制御学研究室；５号館505号 B 室
メールアドレス nakakazu@meiji.ac.jp

教科書
指定しない。

成績評価の方法
定期試験（60％）と小テスト（40％）の結果で評価する。
その他
講義に関する質問は随時受け付ける。
食品生化学研究室（5号館602号室）
E-mail: takenaka@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)BPH211J
科

目

名

物理学 ( 力学・熱力学 )

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)BPH221J
担当者
鈴木

科

授業内容
第１回：講義内容の紹介，必要となる数学的知識（ベクトル，微分，
積分）の復習，直線運動
第２回：力，力の釣合い
第３回：運動の法則，一様な重力場での運動
第４回：仕事，ポテンシャル
第５回：力学的エネルギー
第６回：運動量と力積，運動量保存則
第７回：角運動量，円運動
第８回：剛体の釣合い，剛体の運動
第９回：固定軸を持つ剛体，剛体の平面運動
第10回：弾性体，ばねの振動，弾性率
第11回：定常流，ベルヌーイの法則
第12回：温度と熱，状態方程式
第13回：熱力学の第一法則，カルノーサイクル
第14回：熱力学の第二法則，不可逆反応

履修上の注意
基礎物理学を履修（あるいは同時履修）していることが望ましい。
練習問題をきちんと解けるようにしておくこと（なぜ解答のよう
な式が成立するかを理解すること）。
小テストで理解度をチェックする。
物理学（電磁気学・光学）（旧カリキュラム物理学 II）と共に履
修することが望ましい。

名

物理学 ( 電磁気学・光学 )

博実

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
物理学は自然科学の中で最も基礎的な学問のひとつであり，様々
な科学技術の基礎となっています。この授業では物理学の基礎的な
知識の理解を図るとともに物理学を学ぶ上で必要な演繹的思考に親
しみ，様々な問題を解決する際の考え方の取得を目指します。
《授業の概要》
力学，弾性体及び熱力学を中心に行い，基本的な物理の言葉とし
ての数式と，それが持つ物理的な意味について講義を行います。
また、各単元ごとに小テストを行い、理解度の確認を行います。

目

単位数
2単位

担当者
鈴木

博実

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
物理学（力学・熱力学）（旧カリキュラム物理学 I）で学んだ内容
を深め，物理学を学ぶ上で必要な演繹的思考に親しみ，様々な問題
を解決する際の考え方の取得を目指します。
《授業の概要》
電磁気，波、光、相対性理論などを学習し，様々な測定装置等で
利用されている物理学的原理の理解を図ります。
各単元終了に小テストを行い、理解度の確認を行います。
授業内容
第１回：クーロンの法則，電場
第２回：ガウスの法則
第３回：電位
第４回：導体、静電誘導、キャパシター
第５回：誘電体、誘電率
第６回：直流，オームの法則，キルヒホッフの法則、ジュール熱
第７回：磁荷と磁場，磁気双極子，磁性体
第８回：電流と磁場，アンペールの法則
第９回：電磁誘導，インダクタンス，交流回路
第10回：磁場のエネルギー，磁場の基礎方程式
第11回：マクスウェルの方程式，電磁波
第12回：波の性質、定在波、音波
第13回：光の反射・屈折，干渉
第14回：ローレンツ変換、質量とエネルギー，相対性理論

履修上の注意
物理学（力学・熱力学）（旧カリキュラム物理学 I）を履修してい
ることが望ましい。
練習問題をきちんと解けるようにしておくこと。
小テストで理解度をチェックする。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業で紹介した問題を解けるように復習しておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業で紹介した問題を解けるように復習しておくこと。

教科書
『第５版物理学基礎』原康夫著（学術図書出版社，2016年）

教科書
『第５版物理学基礎』原康夫著（学術図書出版社，2016年）

参考書
『物理学へのガイド』田辺行人，塚田昌甫共著（裳華房，1995年）
『Essential 物理学』阿部龍蔵著（サイエンス社，2003年）
『高校と大学をつなぐ穴埋め式 力学』藤城武彦，北村照幸共著（講
談社，2011年）

参考書
『物理学へのガイド』田辺行人，塚田昌甫共著（裳華房，1995年）
『Essential 物理学』阿部龍蔵著（サイエンス社，2003年）
『高校と大学をつなぐ穴埋め式 電磁気学』遠藤雅守，櫛田淳子，
北林照幸，藤城武彦共著（講談社，2011年）

成績評価の方法
学期末試験60％，小テスト30%、平常点（授業参加・貢献度）
10% で評価する。

成績評価の方法
学期末試験60％，小テスト30％,、平常点（授業参加・貢献度）
10% で評価する。

その他
生物物理学研究室（６号館３階 ６－３０９ A 号室）
オフィスアワーは特に指定しません。質問等があれば研究室に来
てください。

その他
生物物理学研究室（６号館３階 ６－３０９ A 号室）
オフィスアワーは特に指定しません。質問等があれば研究室に来
てください。
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科目ナンバー：(AG)STA191J
科

目

名

基礎生物統計学
（農芸化学科）

科目ナンバー：(AG)INS915J

単位数
2単位

担当者
大森

科

授業内容
第１回 生物統計学とは何か
第２回 現実世界と科学モデルの関係
第３回 メンデルの遺伝実験と確率モデル
第４回 確率変数と２項分布
第５回 ２項分布による確率の計算
第６回 珍しいできごとと『モデルの真偽』
第７回 大標本での近似計算
第８回 離散分布に対する近似関数の補正
第９回 計数データとよく使われる離散確率分布
第10回 確率分布の性質
第11回 適合度検定と正確な検定
第12回 生物学・農学データの種類
第13回 計量テータの特性
第14回 基本統計およびヒストグラム
第15回 計量データの分析例

履修上の注意
精度の高い実験の設計方法（実験計画法）や，さまざまな実験デー
タの具体的な分析方法を理解するためには，秋学期の『応用生物統
計学』も履修していただきたい。
準備学習（予習・復習等）の内容
プリントの内容に全て目を通し，必ず復習すること。
教科書
適当な教科書がないので，講義中に配布するプリントを使って説
明する。

名

インターンシップ
（農化）

宏

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
生物学・農学の理論や仮説などのモデル世界と，実験ないしデー
タの現実世界との関係を認識し，生物科学の基本として，確率モデ
ルを用いた統計分析の必要性を理解すること。 また，実験・デー
タの背後にある生物の実態を想像する習慣を身につけること。
《授業の概要》
自然現象と生物学（科学）モデルの食違いを説明するための確率
モデルの役割，科学的推論としての推定・検定法などについて解説
する。
背景には難しい数学も含まれているが，図や表でなんとなく理解
できればよいことが多い。

目

単位数
2単位

担当者
荒谷

博

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農芸化学科では，講義の他に各種の実験・実習科目が設置されて
いるが，社会での実務に対する意識を高めることも重要であると考
えている。学生諸君が学外におけるインターンシップ（企業研修）
に参加して，学問的関心や将来の進路への思考を大いに高めてもら
うことを目的として，インターンシップを授業科目として単位認定
する。なお，本科目は２年次までに履修した場合には単位認定され
るが，３年次以降の場合には単位認定されない。
《授業の概要》
授業は学外企業等による実習である。
授業内容
実習の流れは以下のとおりである。
実習参加希望者各自が実習先を決定
↓
実習参加申請
↓
書類審査等により単位認定の可否を決定
↓
実習の参加
↓
実習記録の提出
（実習レポートを本人が提出）
（実習受入実施報告書を実習先担当者が提出）
↓
実習報告会での発表

履修上の注意
・履修を予定又は検討している学生はガイダンスに必ず出席するこ
と。
・指定された期日までに実習参加届を提出すること。
・実習先については，全学版インターンシップあるいは農学部に依
頼があった企業等を利用すること。
・実習期間は実働５日以上とする。
・単位認定の対象にならなかった場合ならびに実習先が見つからな
かった場合は履修取消を認める。
・２〜３月に実習に参加した場合は，次年度の履修科目として扱う。
準備学習（予習・復習等）の内容
受入先に関わる予備知識を，実習前に深めておくこと。
教科書
大学からの指定はしない。
インターン先から指示される可能性がある。

参考書
講義の中で紹介する。

参考書
大学からの指定はしない。
インターン先から指示される可能性がある。

成績評価の方法
主として試験の点数による。講義中に行う演習レポートの提出状
況と内容によって，加点することがある。

成績評価の方法
実習後の提出書類２点と報告会の発表内容で評価する。
実習レポート（50％）、実習受入実施報告書（40％）、発表（10%）
とする。

その他
メールアドレス：hihiomori@gmail.com
ホームページ：http://lbm.ab.a.u-tokyo.ac.jp/~omori/meiji/

その他
不明な点は農学部事務室及び担当教員（学科長，カリキュラム委
員，就職担当委員）まで。主な連絡先： kinoko@meiji.ac.jp
（就職支
援委員：荒谷）
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科目ナンバー：(AG)BCH394J
科

目

名

単位数

化学実験
（農芸化学科）

1単位

科目ナンバー：(AG)AGC351J
担当者

科

長田・竹中・
中村・石丸・
中北

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
自然科学の知識の大半は実験を通し得てきたものです。我々が学
び研究する農学は基礎自然科学から成る応用科学であり，また，実
践の科学といわれています。とくに化学は最も基本的な柱であり，
農学部学生の基本的必須体系です。この化学実験の目的は，各自が
実験ノートを作成し、主体的に実験し，レポートを作成することで、
基本的実験操作と化学反応の機構の考察や定量分析の理論を習得す
ることにあります。
《授業の概要》
定性分析と定量分析を行います。具体的には、定性分析では、無
機陽イオンの系統的分離と確認を通じて、実験操作に慣れるととも
に、化学反応を体験します。最終的に、未知試料に含まれる陽イオ
ンを特定します。定量分析では、滴定法と比色法の理論と実験操作
を理解・習得します。データーの統計処理とレポートの作成方法を
学び、最後に実際の食品を分析します。指示に従って、レポートを
作成し提出します。
授業内容
第１回：イントロダクション：班分け，器具の準備・洗浄（試薬調
整）等
〈定性分析：１〜４属陽イオンの系統分析〉
第２回：第１属陽イオンの分離と確認（試薬調整）
第３回：第３属陽イオンの分離と確認
第４回：第４属陽イオンの分離と確認
第５回：未知試料の分析
〈定量分析：統計処理〉
第６回：定量分析・容量分析用計量器の取り扱い：滴定：ビュレッ
ト・ホールピペット・メスフラスコ
第７回：食酢中の酢酸の定量（中和滴定）
第８回：分光光度計・電子天秤・オートピペットの取り扱い：検量
線の作成と濃度の決定
第９回：水道水中の残留塩素の定量（分光光度法）
実験内容および順序は必要に応じて変更することがあります。
この実験授業については3・4限セットで1回と記載しています。
履修上の注意
実験は危険が伴うために白衣の着用，ローヒールの靴を履くこと。
遅刻は厳禁です。
準備学習（予習・復習等）の内容
実験内容について事前に学習し、実験ノートに整理しておく必要
があります。
実験操作や反応の経過（概観・溶液の色の変化・沈殿の生成の有
無と色）さらに実験結果の記録は，常に知識の裏付けとなります。
またその際行なった実験が失敗したとしても実験に対して重要な示
唆が与えられることから、必ず実験ノートを用意し自分のノートで
実験を行う必要があります。
教科書
実験に必要なプリントを適時配布します。
参考書
『定性分析』浅田誠一他
『定量分析』同上

名

食品生化学

単位数
2単位

担当者
竹中

成績評価の方法
平常点を重視し、実験ノートや実験に取り組む姿勢（50％）と，
それに加え未知試料のテストおよび各実験のレポート（50%）で評
価します。

麻子

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
食品成分の中には，三大栄養素（炭水化物・脂質・タンパク質）
以外にも，三大栄養素の代謝を助けるはたらきをもつビタミン・ミ
ネラルや，おいしさに関わるはたらきをもつ成分が含まれている。
この講義では，こうした食品成分の構造や性質について学ぶ。まず，
ビタミン・ミネラルの構造・性質・作用について解説し，さらに食
品のおいしさに関わる成分（色，味，香り成分）の構造と性質につ
いても解説する。「食品化学」に続けて学ぶ科目として位置づけら
れる。
《到達目標》
ビタミン・ミネラルおよび美味しさに関わる食品成分（色，味，
香り成分）の構造・性質・はたらきを理解することを到達目標とす
る。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：脂溶性ビタミン（ビタミン A, D）
第３回：脂溶性ビタミン（ビタミン E, K）
第４回：水溶性ビタミン（ビタミン B1、B2、B6, ナイアシン）
第５回：水溶性ビタミン（パントテン酸、ビオチン、葉酸、ビタミ
ン B12、C）
第６回：ミネラル（カルシウム、マグネシウム、リン、ナトリウム、
カリウム）
第７回：a ミネラル（鉄、亜鉛） b 栄養機能食品
第８回：食品中の色素成分（ポルフィリン色素、カロテノイド色素）
第９回：食品中の色素成分（フラボノイド色素、その他の色素）
第10回：a 色素の褐変 b 味のイントロダクション
第11回：食品中の味成分（甘味、酸味、塩味）
第12回：食品中の味成分（苦味、うま味、その他の味）
第13回：食品中の香り成分
第14回：総括

履修上の注意
「食品化学」を受講していることが望ましい。
各回の講義終了時に小テストを行う。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習として，教科書およびクラスウェブ等に提示された資料の該
当箇所を読んでおくこと。復習として，教科書及び資料の該当箇所
を読み、不明な点は質問すること。
教科書
『わかりやすい食品化学（第２版）』吉田勉・監修，早瀬文孝・佐
藤隆一郎編著（三共出版）
参考書
特に定めない。

技報堂出版

その他
オフィスアワーは別途指示します。

目

成績評価の方法
定期試験（60％）と小テスト（40％）の結果で評価する。
その他
講義に関する質問は随時受け付ける。
食品生化学研究室（5号館602号室）
E-mail: takenaka@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)AGC351J
科

目

名

栄養生化学

科目ナンバー：(AG)AGC291J

単位数

担当者

科

2単位

金子賢太朗

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
私たちは食品に含まれる栄養素を摂取することで生命活動を維持し
ている。栄養素は糖質，脂質，タンパク質，ビタミン，ミネラルに
大別され，五大栄養素と呼ばれる。さらに糖質，脂質，タンパク質
は生体内で代謝されることによりエネルギーを作り出せることから
エネルギー産生栄養素（三大栄養素）として知られる。本講義では，
私達の日常の活動を支える三大栄養素の巧みな消化・吸収・代謝・
生理機構について細胞レベル，分子レベル，個体レベルで解説しま
す。
《到達目標》
本講義では摂取した栄養素の生体内において代謝される化学的変化
の仕組みについて理解を深め，さらに，ホルモンやエネルギー恒常
性維持機構，内分泌代謝機構，栄養素や食品由来成分の持つ生体調
節機能，生活習慣病との関わりについて正確な知識を得ることで栄
養素の持つ生理作用に対する理解を深めることを目標とする。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：糖質：消化・吸収・グルコース代謝
第３回：糖質：グルコース代謝
第４回：糖質：血糖値の調節機構
第５回：脂質：消化・吸収・分布
第６回：脂質：脂肪酸の代謝
第７回：脂質：ケトン体・コレステロール・エイコサノイド
第８回：タンパク質：消化・吸収
第９回：タンパク質：タンパク質・アミノ酸の代謝
第10回：ペプチドホルモン
第11回：全身レベルのエネルギー収支・食欲制御
第12回：栄養成分と生体調節機能
第13回：生活習慣病との関わり
第14回：総括
講義内容は必要に応じて変更することがあります。

目

名

食品衛生学

単位数
2単位

担当者
長田

恭一

授業の概要・到達目標
食の多様化に伴い，我々は多くの加工食品あるいは輸入食材を摂
取することが日常的になっている。このような食環境下で，人体に
影響がないように，食の安全性を確保しなければならない。本講義
では，食品衛生行政、食品工場の設計、二次汚染防止策、食品の腐
敗指標、微生物やウイルスによる食中毒について詳しく解説する。
現在の日本の食品衛生の行政ならびに食中毒の基礎について理解
することを到達目標とする。
授業内容
第１回：食品衛生学の目的とリスク分析
第２回：食品衛生行政
第３回：食品衛生行政と食品表示
第４回：異物混入と衛生動物
第５回：食品工場設計と二次汚染防止について
第６回：食品の腐敗とその測定指標
第７回：食品と微生物
第８回：国内の食中毒発生状況
第９回：サルモネラ食中毒症
第10回：腸炎ビブリオ食中毒と黄色ブドウ球菌による食中毒
第11回：ボツリヌス菌による食中毒、腸管出血性大腸炎による食中
毒
第12回：ウエルシュ菌、カンピロバクターによる食中毒、その他の
食中毒細菌について
第13回：ノロウイルスによる食中毒と肝炎ウイルスについて
第14回：ウイルスに関する最新の話題

履修上の注意
微生物学を履修し、よく理解しておくことを希望します。
公務員あるいは食品関連企業の技術職で食品衛生監視員、管理者
になることを希望する場合は必須となります。
食品衛生監視員として公務員受験を志望される方には，専門分野
の試験内容の４０％以上を占めることをお知らせします。
なお、本年度も外部講師を招聘（東海大学医学部 野田先生）し、
コロナウイルスを中心にウイルス学の基礎について学習する予定で
す。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義では毎回レジュメを配布します。また、2回目からは重要事
項を講義最初にまとめますので復習して下さい。また、食中毒に関
するニュース等に興味をもってください。

履修上の注意
「栄養科学」を受講していることが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
配布資料やノートにより復習を行うこと。

教科書
2019年度より資料については教科書を使用しています。
教科書：東京化学同人：新スタンダード栄養・食物シリーズ8
品衛生学第2版（一色賢司編）

教科書
特に指定しません。講義はプリントを配布して行います。

食

参考書
医歯薬出版：新食品衛生学要説
その他有り

参考書
『エッセンシャル栄養化学』佐々木努・編著（講談社）
『Introduction to Nutrition and Metabolism』
（CRC Press）
『ギャノング生理学 原書24版』岡田泰伸・監訳（丸善）
成績評価の方法
定期試験（60％）と小テスト・課題・平常点など（40％）により
評価します。
その他
講義に関する質問等は随時受け付けます。
栄養生化学研究室（５号館６階606A 室）まで気軽に来てください。

成績評価の方法
定期試験により評価する。合格は60点以上である。
3-4回不定期に出席調査をする。授業参加評価としてプラス評
価にのみ利用する。
外部講師招聘時にはレポートを課し、10％程度の評価点を加算す
る。
その他
受講態度に応じて試験難易度を変えています。
講義内容について相談等があれば対応します。講義後に連絡して
ください。
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科目ナンバー：(AG)AGC351J
科

目

名

単位数

食品機能化学

2単位

科目ナンバー：(AG)AGC351J
担当者
石丸

科

授業内容
第１回：イントロダクション（食品機能学の展開）
第２回：味覚と嗅覚の受容機構
第３回：ミネラルの吸収促進成分，血糖上昇抑制成分
第４回：抗肥満および脂質異常症の予防改善作用成分
第５回：腸内環境を整える成分
第６回：骨・歯の健康と骨粗鬆症・う蝕予防成分
第７回：抗疲労効果成分，活性酸素と抗酸化成分
第８回：高血圧と降圧作用成分
第９回：脳・神経系の機能に関与する成分
第10回：免疫と免疫機能活性化・調節成分
第11回：アレルギーと抗アレルギー作用成分
第12回：がんと抗がん作用成分
第13回：抗菌成分，食品機能研究の新展開
第14回 a：試験
b：講義全体のふりかえりと試験の正答解説

名

食品工学

喜朗

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
食品成分のタンパク質，脂質，炭水化物，ポリフェノール，色素
などの３次機能（生体調節機能）について講義する。
《到達目標》
体の仕組みを理解するとともに、食品機能について化学的知識お
よび生化学的知識を身につけ，応用力をつけること。機能性食品な
どの近年問題となっている効能，安全性について正確な知識を得る
とともに正しい情報を社会に発信する。

目

単位数
2単位

担当者
中村

卓

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標》
食品分野において工業的に製品を製造する際の基礎知識を学びます。特に，
プロセス単位操作の工学的な考え方を習得し，食品素材と加工食品の製造工
程を理解することを目的とします。
《授業の概要》
「ものづくり」においてプロセスの妥当性を判断するには，原料から製品
に至るまでの段階を分解して技術単位（単位操作）で考え，その技術単位へ
の投入量と排出量からエネルギー収支・物質収支を定量的に考える必要があ
ります。また，食品素材と加工食品について実際の製造工程をまじえながら
「ものづくり」について学びます。

授業内容
第１回：イントロダクション：授業の進め方・成績評価
ものづくり：定量的に考える・式・単位、分けて考える・損益分岐点・
ボイラー・歩留
第２回：割って考える・スケールアップ・無次元化
基本概念と装置
第３回：物質移動：エネルギー保存：ベルヌーイの定理・レイノルズ数：ポ
ンプ
第４回：熱移動：伝熱：伝導フーリエの法則・対流ニュートンの冷却法則：
熱交換機
第５回：殺菌：菌の耐熱パラメーターD 値、Z 値、F 値：殺菌機・サニタリー
仕様
第６回：乳化：o/w、w/o・ストークスの式・撹拌：乳化機
食品素材と生産設備
第７回：小麦粉：種類・粉砕・篩・粉体トラブル・粉体製品
第８回：油脂：種類・抽出・加工
第９回：糖類：甘味料種類・バイオリアクター・クロマト分離・計算
加工食品と製造にかかわる計算問題
第10回：乳製品：牛乳・アイスクリーム・ヨーグルト・チーズ
第11回：小麦製品：パン類・麺類・菓子（クッキー等）
第12回：魚畜肉製品・惣菜：蒲鉾・ソーセージ・ハム・シュウマイ・等々
第13回：大豆製品：豆乳・豆腐・納豆
飲料：お茶・コーヒー・野菜ジュース
まとめ
第14回：
「ものづくり」
：制御システム・生産工学・サニタリーシステム
：総括：プロダクトアウトからマーケットインへ R&D&M , B to B to C

履修上の注意
毎回の授業の最初に復習小テストを行います。講義は、小テストの解説か
ら始まります。その後、その回の講義内容を説明し、例題を解きます。最後に、
次回の小テストの設問を開示します。 工学的な考え方を習得するためには，
授業を聴くだけでなく，自分で考え問題を解き，解説を聞いて確認すること
が最も効率的です。なお、進行状況によっては順番・内容を変更する場合も
あります。

準備学習（予習・復習等）の内容
復習として授業中に出された課題を解く必要があります。

教科書
教科書は指定しません。授業の中で資料を配布し，参考書を紹介します。

参考書

履修上の注意
食品化学，生化学 I，II，有機化学 I，II を履修していることが望
ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に，シラバスに従って教科書の該当部分を予習し，理解でき
ない部分があれば授業で質問すること。復習として，教科書及び参
考書の該当部分を読むこと。
教科書
『わかりやすい食品機能学』森田英利他編著（三共出版）
参考書
『食品学 食品成分と機能性』久保田紀久枝他編（東京化学同人）
成績評価の方法
期末試験（90％）と授業への貢献度（10%）で評価する。
その他
食品機能化学研究室（第一校舎5号館6階603号室）

『基礎食品工学』
（建帛社1996年）生田図書館開架588/510/
『食品工学・生物化学工学』
（丸善1999年）開架588/479/
『化学工学の計算法』
（東京電機大学出版社1999年）開架571/333//
『図解食品加工プロセス』
（工業調査会2003年）開架588/542/
『食品工学入門 : 食品を造る基礎科学』
（カルチュレード , 2014.2）開架
588/683/
『食品工学ハンドブック / 日本食品工学会編』
（ 朝倉書店 , 2006.1 ）開架
/R588/79/
自宅から使える電子図書
歴史を踏まえながら学ぶ：図解管理会計入門 著編者 渡辺 康夫（著）東
洋経済新報社（2014） ダウンロード可 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/
Viewer/Id/3000044922?18
開 発者に必須の原価企画を本格的に学ぶ：持続的競争優位をもたらす原価
企画能力 著編者 吉田 , 栄介（著）中央経済社（2003）ダウンロード可 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046602?39
化 学 工 学 の 基 礎 新 版 ダ ウ ン ロ ー ド 可 https://elib.maruzen.co.jp/elib/
html/BookDetail/Id/3000047783?4
化学工学の計算法 : 伝熱の計算66（52ページ）記載 （化学計算法シリーズ
4）著編者市原 , 正夫（著）出版社 / 提供元 東京電機大学出版局（1999）
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/Viewer/Id/3000001374?5
スケールアップを本格的に学ぶなら： スケールアップの化学工学 ―もの
づくりの課題解決に向けて― 著編者 山口 , 由岐夫（著） 化学工学会（編）
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/Viewer/Id/3000076813?8
Excel で学ぶ食品微生物学 ―増殖・死滅の数学モデル予測― https://elib.
maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027875?11
乳化剤・増粘安定剤総覧（別冊フードケミカル 11） https://elib.maruzen.
co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014579?14
小麦の科学 少し古いですが、小麦の基本的なことがすべてわかる https://
elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006586?8
技術者として仕事で油脂・脂質を使うときにまず初めに読む、基礎的な知
識を紹介： 油脂の科学 ダウンロード：可水素添加114（102ページ）
、エ
ス テ ル 交 換 119（107 ペ ー ジ）
、 分 別 109（97 ペ ー ジ） https://elib.maruzen.
co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036355?23
糖質の科学 技術者として仕事で糖質を使うときにまず初めに読む、基礎
的 な 知 識 を 紹 介：https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/
Id/3000006595?38
乳の科学 牛乳やヨーグルト、チーズ、バターなどの乳製品について、成
分と構造、製造技術などを解説
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036351?45
食肉および食肉製品のおいしさ、栄養生理機能、加工・保蔵、安全性等に
つ い て 解 説：https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/
Id/3000025067?46[/url]

成績評価の方法
毎回の小テストと学期末試験を行います。成績は平常点（小テスト等）
30％と学期末試験70％で判定します。

その他
食品工学研究室（第１校舎５号館５階503Ａ室）オフィスアワーは特に指
定しませんが，質問があれば気軽に研究室に来てください。
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科目ナンバー：(AG)AGC321J
科

目

名

発酵食品学

科目ナンバー：(AG)AGC341J

単位数

担当者

2単位

未定

科

目

名

天然物有機化学

授業の概要・到達目標
様々な発酵食品の製造原理を知り、発酵食品の栄養価・保存性な
どの特徴、および健康への寄与などについて理解することを到達目
標とする。特に、どのような微生物が関与して発酵食品ができるか
に注目する。現在では健康志向の高まりの中で、発酵食品を特定保
健用食品や機能性食品として捉えることが多くなった。そのために
は腸内細菌と健康の関係、さらにプロバイオティスついての正しい
理解が必要であり、それらを目標とする。
授業内容
第１回：ガイダンス： 多様な発酵食品について
第２回：腸内細菌と発酵食品
第３回：プロバイオティクスと腸管免疫
第４回：ミルクの科学
第５回：乳酸菌とヨーグルト：（株）明治 山本先生
第６回：a 醸造の概略 b 日本酒 I
第７回：a 日本酒 II b ワイン
第８回：味噌
第９回：特定保健用食品・機能性食品
第10回：酢・納豆・漬物
第11回：チーズ：（株）明治 福井先生
第12回：ビール：アサヒホールディングス（株）鈴木先生
第13回：醤油：キッコーマン（株） 伊藤先生
第14回：チョコレート：（株）明治 宇都宮先生

単位数
2単位

担当者
荒谷

博

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
様々な天然有機化合物の構造と生合成経路を有機化学的に理解す
ることを目的とする。
本講義の内容を理解することにより，ある天然有機化合物が示され
たとき，その構造的特長から生合成経路を予測できるようになる。
なお，生合成経路をしっかりと理解するためには有機化学反応を正
しく理解していることが重要である。
また、本講義では食品衛生に関わる数多くの天然有機化合物を学
ぶので、食品衛生に係わる職に就くことを考えている者は履修する
ことが望ましい。
《授業の概要》
様々な天然有機化合物について，構造，生合成，生物活性等につ
いて解説する。
授業内容
概ね以下のように講義を進める。
第１回：天然物有機化学とは？序論および抽出，単離・精製法
第２回：有機化合物の構造決定法，立体化学，天然有機化合物の単
離例
第３回：生合成概要
第４回：ポリケチド
第５回：脂質
第６回：テルペノイド （1）
第７回：テルペノイド （2）
第８回：シキミ酸経路
第９回：フラボノイド，ファイトアレキシン
第10回：アミノ酸，アルカロイド
第11回：植物ホルモン
第12回：昆虫ホルモン，フェロモン
第13回：生物間作用物質 （1）
第14回 a：生物間作用物質 （2）
b：全講義の総括
履修上の注意
農芸化学科の専攻科目であり，３年次以降に履修が可能である。
有機化学および生化学の理解を深めておくこと。秋学期科目の「ケ
ミカルバイオロジー」の基礎となる内容が多く含まれているので、
ケミカルバイオロジーを履修予定の学生は本科目を履修することを
勧める。
本講義では食品衛生に係わる数多くの天然有機化合物を学ぶの
で、食品衛生に係わる職に就くことを考えている者も履修すべきで
ある。
期末試験では手書きの A4用紙１枚のみ持ち込み可とする。

履修上の注意
履修前提科目 「微生物学 I」，「微生物学 II」
準備学習（予習・復習等）の内容
不明な点や理解できない点を拾い出して参考書などで調べるこ
と。また質問として準備すること。
教科書
・講義および配布したプリント
・副読本「“進化している発酵食品”学」明治大学出版会
参考書
『食品と微生物』（児玉徹監修，光琳）
『乳酸菌とビフィズス菌のサイエンス』（京都大学学術出版会）
成績評価の方法
期末試験70%、
授業への参加度30%
（毎回課題への回答提出を加点）
その他
スケジュールは外部講師の都合により変更の可能性が有ります。

準備学習（予習・復習等）の内容
本科目をしっかりと理解するには，
「有機化学」の基礎が必要で
ある。事前に有機化学で学んだ内容を復習したうえで授業に挑むこ
とが望ましい。基礎となる代表的な生合成経路の理解は必須である。
授業中に解説する代表的な化合物については、名称とおおよその
構造的特徴をイメージできる程度に復習することが望ましい。
教科書
複数の参考書等から必要な部位を抜粋した資料を配布する。
参考書
『天然物化学』菅原二三男編著（コロナ社，2019）
『パートナー天然物化学 改訂第３版』海老塚ら著（南江堂，
2016）
『マクマリー生化学反応機構 第２版』長野哲雄監訳（東京化学
同人，2018）
成績評価の方法
学期末試験80％，平常点20% として評価する。
なお、平常点は出席状況や授業態度などを総合した評価である。
その他
天然物有機化学研究室（５号館５階507Ａ号室）
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科目ナンバー：(AG)AGC341J
科

目

名

単位数

生物機能化学

2単位

科目ナンバー：(AG)AGC341J
担当者
瀬戸

科

授業内容
第１回：生理活性物質、生物活性物質について
第２回：植物ホルモン①オーキシン
第３回：植物ホルモン②サイトカイニン、
第４回：植物ホルモン③ジベレリン
第５回：植物ホルモン④アブシジン酸
第６回：植物ホルモン⑤エチレン
第７回：植物ホルモン⑥ジャスモン酸
第８回：植物ホルモン⑦ストリゴラクトン
第９回：植物ホルモン⑧その他の植物ホルモン
第10回：ファイトアレキシン、植物由来の生物活性物質
第11回：生物由来の毒分子
第12回：微生物由来の生物活性物質（抗生物質、薬用分子）
第13回：微生物のクオラムセンシング
第14回：a: 講義全体のまとめ
b: 期末試験について

名

ケミカルバイオロジー

義哉

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
生物は多種多様な化学分子を作り出し、それらを用いて自分自身
の成長を制御するだけでなく、化学分子を他生物との相互作用（コ
ミュニケーション）に利用している。それらは、多くの場合、低濃
度においてダイナミックな作用を示し、自然界においても重要な役
割を担っている。また、われわれ人間は、それら生物が作り出す多
様な化学分子を薬などの形で利用してきた。本講義では、生物が作
り出すこれら生理活性物質について化学的な視点から学ぶことを目
的とする。生理活性物質を幾つかのカテゴリーに分類し、それぞれ
の中から幾つかの化合物をピックアップし化学構造的な特徴や、生
物的機能などについて概説する。自然界に存在する生理活性物質に
ついて基礎的な知識を身に着けることを目標とする。
《授業の概要》
生理活性物質のうち、特に植物や微生物にまつわるものをピック
アップし、それらの機能を概説する。化学構造や、生合成、或いは
信号伝達メカニズムなどの観点から、生理活性物質の機能を学ぶこ
とを本講義における目的とする。随時、実際的な研究成果などを紹
介することも交えながら、生理活性物質について興味を持てるよう
な内容を心掛けたい。講義内容をより深く理解する目的で、毎回、
前回の講義内容についての小テストを実施する。

目

単位数
2単位

担当者
久城

哲夫

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
我々の身の回りの生物（とくに微生物や植物）が生産する有機化
合物（天然物）を、生物がどのように生合成しているのかを解説す
る。特に、多様で複雑な構造を有するポリケタイドやテルペノイド
化合物の生合成の原理と反応を中心に紹介する。また、たんぱく質
の合成過程で遺伝暗号の翻訳を担うアミノアシル tRNA 合成酵素
について、その機能や遺伝暗号の進化との関係を紹介し、最近解明
されてきた新たな二次機能についても紹介する。
《演習の達成目標及びテーマ》
生命現象を化学レベルで扱うケミカルバイオロジーの視点を習得
させることを目標とする。特に生体分子に関する化学や反応につい
て十分に理解することを目指す。ケミカルバイオロジーは，従来の
学問領域をまたぐ横断的な分野であり，学際的な視点を養うことが
重要である。
授業内容
第1回：ケミカルバイオロジーとは？
第2回：天然物生合成のケミカルバイオロジー（ポリケタイド1）
第3回：天然物生合成のケミカルバイオロジー（ポリケタイド2）
第4回：天然物生合成のケミカルバイオロジー（ポリケタイド3）
第5回：天然物生合成のケミカルバイオロジー（ポリケタイド4）
第6回：天然物生合成のケミカルバイオロジー（ポリケタイド5）
第7回：天然物生合成のケミカルバイオロジー（ポリケタイド6）
第8回：天然物生合成のケミカルバイオロジー（テルペノイド1）
第9回：天然物生合成のケミカルバイオロジー（テルペノイド2）
第10回：天然物生合成のケミカルバイオロジー（テルペノイド3）
第11回：タンパク質翻訳系
第12回：アミノアシル tRNA 合成酵素
第13回：遺伝暗号の進化
第14回：アミノアシル tRNA 合成酵素の二次機能
履修上の注意
農芸化学科の専攻科目であり，３年次以降に履修可能。

履修上の注意
講義は配布する資料に基づいて進める。講義後は資料に再度目を
通し、復習することを勧める。教科書の指定はないが、参考書とし
てリストアップした『資源天然物化学』の13章以降の内容を参考に
進めることを予定している。
準備学習（予習・復習等）の内容
理解できない部分があれば授業中に質問するか、オフィスに来て
ください。
教科書
特に指定しない
参考書
『新しい植物ホルモンの科学』浅見、柿本ら、（講談社）、2016年
『植物ホルモンの分子細胞生物学』小柴ら、（講談社）、2006年
『資源天然物化学（改訂版）』秋久ら、（共立出版）、2017年

準備学習（予習・復習等）の内容
有機化学の反応が多く登場します。有機化学 I と II の内容をしっ
かりと習得しておいて下さい。
教科書
なし
参考書
『マクマリー生化学反応機構』J. McMurry, T. Begley 著，長野哲
雄監訳，（東京化学同人，2007）
『医薬品天然物化学』P. M. Dewick 著，海老塚豊監訳，（南江堂，
2004）
『ケミカルバイオロジーの基礎』C. M. ドブソン，J. A. ジェラード，
A. J. プラット著，三原久和訳，（化学同人，2004）
『基礎から学ぶ植物代謝生化学』水谷正治，士反伸和 , 杉山暁史編，
（羊土社，2019）

成績評価の方法
成績は期末試験（70%）と小テスト・出席などによる平常点（30%）
で評価します。

成績評価の方法
学期末試験と平常点で評価します。平常点40％，定期試験60％。

その他
植物制御化学研究室（第一校舎3号館306A 室）
オフィスアワーは特に指定しません。質問・疑問があれば研究室
に来てください。

その他
ケミカルバイオロジー研究室（6号館，406号室）オフィスアワー：
特に設けていません。いつでもどうぞ。
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科目ナンバー：(AG)AGC331J
科

目

名

単位数

科目ナンバー：(AG)PHY341J
担当者

科

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者

応用生化学

2017～2021年度入学者

2単位

島田

生物物理学

友裕

酵素化学

授業の概要・到達目標
酵素は生体内で起こる化学反応を触媒するタンパク質であり、近
年では、その機能に加えて化学構造の情報により分子として扱われ
るようになってきた。本講義では、酵素化学の基礎から応用までを
講義する。また、酵素に関する様々な知識や解析法から利活用まで
を理解することを目標とする。
授業内容
第１回：酵素とは
第２回：タンパク質としての物理化学的性質
第３回：酵素タンパク質の構造と解析法
第４回：酵素の立体構造
第５回：複合的な酵素系
第６回：酵素の精製
第７回：酵素活性の反応速度論
第８回：酵素の作用
第９回：酵素活性の調節
第10回：酵素の応用
第11回：酵素の遺伝子工学
第12回：酵素の探索、改変
第13回：酵素の安定化、固定化
第14回：総括

2単位

鈴木

博実

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
生命現象を研究する上であまり関係がないと思われがちな物理学
がいかに生命現象やその測定装置と関連しているかの理解を深める
ことを目的とする。
《授業の概要》
生物物理学のうち特に農学部に関連性が高い４つのテーマを取り
上げ，様々な現象が，物理法則や物理学的思考でどのように理解し
モデル化出来るかを示す。
授業内容
第１回：講義内容の紹介
第２回：タンパク質の立体構造形成原理 （1） タンパク質の構造と
物性
第３回：タンパク質の立体構造形成原理 （2） 立体構造予測
第４回：タンパク質の立体構造形成原理 （3） フォールディング機
構
第５回：イオンチャネル （1） 電気信号発生メカニズム
第６回：イオンチャネル （2） イオンチャネルの構造と機能
第７回：イオンチャネル （3） イオン透過の物理学
第８回：イオンチャネル （4） チャネル開閉の物理学
第９回：様々な顕微鏡 （1） 顕微鏡の原理
第10回：様々な顕微鏡 （2） 種々の光学顕微鏡
第11回：様々な顕微鏡 （3） 電子顕微鏡，Ｘ線顕微鏡，原子間力顕
微鏡
第12回：系統推定 （1） 系統解析の基礎
第13回：系統推定 （2） 距離法
第14回：系統推定 （3） 最尤法、ベイズ法

履修上の注意
農芸化学科の場合は物理学（力学・熱力学）、物理学（電磁気学・
光学）を生命科学科の場合は物理学概論を履修していることが望ま
しいが、これらの科目を履修していない場合でも履修可。
履修上の注意
シラバスに沿って予習し、受講後は復習すること。

準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業範囲について，配布するプリントなどで，事前に予習
しておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
講義中に理解できないときは、質問や復習をすること。

教科書
特に定めない。

教科書
毎回、プリントを配布する。

参考書
『シリーズ・ニューバイオフィジックス』（共立出版社，1997年）
『タンパク質の構造と機能』（メディカル・サイエンス・インター
ナショナル，2005年）
『バイオインフォマティクス第２版』（メディカル・サイエンス・
インターナショナル，2005年）

参考書
『初めての酵素化学』第１版

井上國世

シーエムシー出版

成績評価の方法
定期試験の成績によって評価する。出席は毎回とり、評価に加え
る。

成績評価の方法
成績は学期末試験60％，レポート30％、平常点（授業参加・貢献
度）10% で判断する。

その他
質問は授業終了後または研究室にて受け付ける。
ゲノム微生物学研究室（３号館３０８ A 号室）

その他
生物物理学研究室（６号館３階６－３０９ A 号室）
オフィスアワーは特に設定しません。質問等があれば研究室に来
てください。
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科目ナンバー：(AG)AGC311J
科

目

名

植物環境制御学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGC381J
担当者
中林

科

和重

授業の概要・到達目標
植物を良好に育てるために，人々は水や光熱環境を調節・制御し
てきた。こうした技術の積み重ねを古代から現代までの歴史に沿っ
て概説する。特に現代の施設園芸と植物工場における環境制御法に
ついては詳述する。
植物をとりまく種々な環境と，栽培技術の進歩や肥料資源の獲得
方法について理解させ、この知識に基づいて，環境条件を調節・制
御して作物生産を増進しうる植物工場についても理解を深める。
授業内容
第１回：授業概要（一人分の必要面積が12ha から4a へ）
第２回：火と水の制御（焼畑から灌漑農耕へ）
第３回：土地利用体系と有機肥料（二圃式から三圃式へ）
第４回：牧草と家畜（穀草式とノーフォーク（4輪）式農法）
第５回：有機肥料から無機肥料へ（家畜フンから鉱産物肥料へ）
第６回：無機肥料から化学合成肥料へ（窒素・リン酸・カリウム）
第７回：農業機械の発達（鉄と石油の時代へ）
第８回：施設園芸の発達（温室内の光と気温の調節）
第９回：植物工場での栽培環境制御（無土壌栽培法）
第１０回：日本の農業の発展Ⅰ（古代～中世）
第１１回：日本の農業の発展Ⅱ（近世～現代）
第１２回：植物工場の実際
第１３回：補足と種子標本つくり。
第１４回：まとめ
履修上の注意
植物栄養学と土壌化学を履修済であることが強く望まれる。
準備学習（予習・復習等）の内容
農業技術は、地理や歴史とふかく関わっている。あらかじめ、世
界史（第２回～第７回配置）や、日本史（第１０回、１１回配置）を概
観しておくと、授業が楽しみになる。
毎回の授業資料を授業前日までにクラスウェブで配信するので、
必ず閲覧（遅くても授業の翌々日（日曜日２３時））までにすること。
閲覧がない場合には、減点する場合があります。

目

名

単位数

環境分析化学

2単位

担当者
安保

充

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
各種機器分析法に必要な学習を行う。分析原理だけでなく，実際
の分析例を挙げて説明し，研究に活用できる分析化学的知識の習得
を目指す。
《授業の概要》
分析化学の中から分離分析，分光分析について解説する。分離分
析では分離法の原理とその応用について，分光分析では電磁波の吸
収・放射を利用して何を分析できるのかについて説明する。
無機成分の分析手法を中心に，一部有機成分の分析手法について
も述べる。
授業内容
第１回：分離分析（概説），クロマトグラフィー（分配）
第２回：クロマトグラフィー（イオン交換・ゲル濾過）
第３回：クロマトグラフィーの理論，理論段数
第４回：ガスクロマトグラフィー（GC）
第５回：高速液体クロマトグラフィー（HPLC）
第６回：ゲル電気泳動 , キャピラリー電気泳動（CE）
第７回：蛍光 X 線分析
第８回：原子吸光分析，炎光法
第９回：ICP 発光分析，ICP-MS
第10回：電気化学分析
第11回：電位差分析・電解分析
第12回：電子スピン共鳴法
第13回：検量線と検出限界
第14回：総括

教科書
とくに定めない。
参考書
『肥料の来た道帰る道』 高橋英一 （研成社）は新版がないが、
入手できれば授業の全般的な参考書として興味深い。
『植物の成長と環境』 高倉直 （農文協）は、第７回～９回の授
業内容の参考になる。
成績評価の方法
定期試験（60％）と小テスト（40％）による。
成績は対面での定期（期末）試験（60％）と対面授業中の小テスト
（２～４回で不定期：合計40％）の合計点によります。また、クラ
スウェブ内の授業資料の閲覧がない場合には , １ファイルについて
1点程度の減点もあります（予習または復習をお願いします）。
定期試験を欠席した場合には、早急に農学部事務室へ追試願いの申
請（理由を説明できる文書も）をしてください。受理が必要です。
一方、授業中に行う小テストを欠席した場合には、速やかに、書類
「やむを得ぬ理由を確実に証明できる書類（病院・薬局や鉄道運営
者などの発行）」のコピーを添付して、学生固有の大学アドレスか
ら中林までメールをください。また実施日から１０日以内に、レポー
トを作成して提出いただきます。詳細はシラバスの補足をご覧くだ
さい。
その他
オフィスアワー：授業の後か、水曜と木曜の昼休みが望ましい。
植物環境制御学研究室：５号館505号 B 室
メールアドレス nakakazu@meiji.ac.jp

履修上の注意
必修化学，物理化学の講義を受講していれば理解しやすい
参考書を利用すること
準備学習（予習・復習等）の内容
講義で説明する資料は，講義の前後1週間程度 Oh!Meiji に掲示
します。併せて掲示する練習問題や小テストで知識が身についてい
るか確認すること。
教科書
指定しない
参考書
『分析化学 I, II, III』井村久則（ほか）著（丸善）
『分析化学 I, II』山口政俊（ほか）編集（南江堂）
成績評価の方法
講義中の演習（30％）と期末の試験（70％）
その他
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科目ナンバー：(AG)AGC311J
科

目

名

土壌圏科学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGC371J
担当者
加藤

科

授業内容
第1回：農業生産と土壌，地球・都市・地域環境保全と土壌につい
て
第2回：土壌断面から土壌の生成を観る―日本の土壌と世界の土壌
―
第3回：土壌中での元素（養分・有害金属等）の形態・挙動とその
評価
第4回：作物生産と土壌 - 植物生育と土壌科学的条件 第5回：なぜ肥料が必要なのか - 植物必須元素と土壌成分，無機肥
料と有機肥料 第6回：国際的資源と農業生産 - 養分動態から資源の有効活用を考
える 第7回：作物生産と施肥 - 土壌分析と土壌診断 第8回：畑土壌の特徴と作物生産
第9回：水田土壌の特徴と作物生産
第10回：樹園地・茶園・草地土壌の特徴と作物生産
第11回：農業と温室効果ガス
第12回：温暖化と農作物
第13回：人口増加・環境破壊と土壌環境
第14回 a：定期試験
b：講義全体のふりかえりとまとめ

名

環境バイオテクノロジー

雅彦

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本講義は，土壌の持つ化学的，生物的，物理的機能が農業生産の
維持向上あるいは環境変化に伴う農業生産と密接な関係にあること
を理解する．加えて，土壌を限りある資源と捉え，健全な状態で次
世代に引き継ぐにはどのような工夫が必要になるか土壌の応用科学
の視点から理解することを目的とする．
《授業の概要》
本講義では，土壌学と農業生産との関連を概説し，日本や世界の
土壌について紹介する．次いで，土壌中での元素（養分，有害金属
等）の形態・挙動とその評価を説明するとともに，農業生産，農業
環境と土壌学の係りについて実現象を関連付ながら詳説していく．

目

単位数
2単位

担当者
小山内

崇

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
生物を利用した環境技術について理解することを目的とする。遺
伝子、代謝、細胞の改変を行うバイオテクノロジーの基礎を習得し、
また、エネルギーやプラスチックについて基礎的な解説を行い、バ
イオテクノロジーを利用した環境問題への取り組みについて考えて
いく。
《授業の概要》
遺伝子工学と代謝工学を中心に講義を行う。遺伝子と代謝の基礎
を復習するとともに、最新の遺伝子工学・代謝工学を学ぶ。また、
科学技術と環境および社会の接点について学んでいく。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：遺伝子工学 I DNA・遺伝子の基礎 復習を兼ねて
第３回：遺伝子工学 II 遺伝子改変の実際
第４回：遺伝子工学 III 最新の遺伝子工学
第５回：代謝工学 I 代謝の基礎 復習を兼ねて
第６回：代謝工学 II 代謝改変の実際
第７回：代謝工学 III 代謝工学とバイオプラスチック
第８回：代謝工学 IV メタボロミクス
第９回：環境とバイオテクノロジーI 基礎用語解説
第10回：環境とバイオテクノロジーII バイオリファイナリー
第11回：環境とバイオテクノロジーIII バイオエネルギー
第12回：科学と一般社会の関係 I 遺伝子組換え作物
第13回：科学と一般社会の関係 II LCA, ESG 投資など
第14回：まとめと定期試験解説
講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
履修前提科目：土壌化学
準備学習（予習・復習等）の内容
予習：各講義回に該当する教科書について一読する．
復習：配布した資料，板書内容と関連付けながら教科書の該当部
分を再読する．
教科書
講義時に配布する資料
『改訂 土壌学概論』 犬伏和之・白鳥豊編

朝倉書店

参考書
『新版 土壌学の基礎－生成・機能・肥沃度・環境（農学基礎シリー
ズ）』 松中照夫著 農文協
『土壌サイエンス入門』 三枝正彦・木村眞人編 文永堂出版
『最新土壌学』 久馬一剛編 朝倉書店
『環境土壌学』 松井健・岡崎正規編 朝倉書店

履修上の注意
単位取得に必須な課題や小テストがあることに留意すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に分子生物学や生化学、環境分野の授業の復習をしておくと
良い。
教科書
教科書は指定しない。講義内容を解説するプリントを配布する。
参考書
参考書は特に指定しない。

成績評価の方法
期末試験（70%）＋小テスト・レポート（30%）
2/3以上の出席が期末試験受験のための必要条件である．

成績評価の方法
課題、小テスト、平常点など（40%）、定期試験（60%）

その他
土壌圏科学研究室（3号館3階302A）
オフィスアワー：在室していれば随時可（メールにて事前問い合
わせすることが望ましい）
E-mail: mkatoh@meiji.ac.jp

その他
環境バイオテクノロジー研究室（３号館３階3-310号室）
E-mail: tosanai@meiji.ac.jp
メールでの質問を歓迎します。面会希望の場合はメールでアポイ
ントメントをとることを推奨する。
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科目ナンバー：(AG)AGC321J
科

目

名

微生物化学

科目ナンバー：(AG)AGC321J

単位数

担当者

科

2単位

村上周一郎

授業の概要・到達目標
これまでに人類は、生活を豊かにするために微生物のもつ様々な
能力を利用して、必要な様々な物質を生産してきました。この講義
では、「微生物による有用物質の生産」
、特にアルコール発酵、乳酸
発酵、アミノ酸発酵について、工業製品としてこれらの物質の生産
することに焦点を絞って概説します。講義の中では、用いる微生物、
その発酵プロセス、今後に向けての課題等を解説します。
最終的にこの講義を通じ、微生物による主要な物質生産方法を理
解するとともに、応用面における微生物のもつ様々な可能性をイ
メージできるようになることを到達目標と考えています。
授業内容
第1回：イントロダクション―この授業で学ぶこと―
第2回：アルコール発酵 -1（代謝経路）
第3回：アルコール発酵 -2（糖質原料の利用）
第4回：アルコール発酵 -3（糖化とデンプン質原料の利用）
第5回： アルコール発酵 -4（植物繊維系原料の利用）
第6回： アルコール発酵 -5（アーミング酵母の利用）
第7回：乳酸発酵 -1（代謝経路と微生物）
第8回：乳酸発酵 -2（発酵プロセス）
第9回： アミノ酸発酵 -1（代謝経路）
第10回：アミノ酸発酵 -2（直接発酵法）
第11回：変異処理による微生物の育種法
第12回：アミノ酸発酵 -3（代謝制御発酵）
第13回：アミノ酸発酵 -4（酵素法）
第14回 a：試験
b：試験の正答解説
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

目

名

単位数

微生物遺伝学

2単位

担当者
前田

理久

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
本講義では，微生物の生理，生態の特徴を概観し，遺伝学につい
ては実践的に，微生物ゲノムについては詳しく取り扱う。また最先
端の分子生物学的研究，さらには医学，農学，工学への応用を紹介
し，将来を展望する。
《到達目標》
現代の分子生物学は急速な発展を遂げている。これらの基本的な
概念の大部分は，微生物の研究からなされてきたものである。また，
研究手法，新しい方法論の確立などにも多大な貢献をしている。
遺伝学の基本的な考え方とその利用，さらに微生物の可能性を知
ることを目的とする。
授業内容
第１回：イントロダクション（微生物の世界）
第２回：バクテリア
第３回：微生物を培養すること
第４回：バクテリアの遺伝子解析
第５回：微生物のゲノム
第６回：遺伝子発現の制御
第７回：微生物バイオテクノロジー
第８回：微生物の代謝
第９回：生物地球化学的循環
第10回：微生物の生態系
第11回：食品および水の微生物学
第12回：微生物の共生
第13回：細菌性病因
第14回：感染症の予防
講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
講義内容を容易に理解するために、2年生秋学期開講の「微生物
生理学」を受講することを希望します。
準備学習（予習・復習等）の内容
板書した内容と授業中に配付するプリントの該当箇所を振り返
り，不明な部分があれば参考書等に目を通しておくこと。
教科書
特に定めません。必要に応じて，適宜プリントを配布します。
参考書
『微生物学』 青木健次編 （化学同人）
『発酵ハンドブック』（財）バイオインダストリー協会編 （共立
出版）

履修上の注意
微生物学，生物化学，分子生物学関連の講義は履修している方が
望ましい。最も重要なことは興味を持って積極的に自分で勉強する
姿勢である。
準備学習（予習・復習等）の内容
予め，講義のアウトライン，資料を配付するので，予習しておく
こと。これらの資料は英語で書かれているので，予習は必須である。
また，復習もきちんと行うことで理解が深まるので行うこと。
教科書
適切な教科書がないので指定しない。講義資料は予め配布する。
参考書
『microbe』M. Schaechter ら著（ASM PRESS）
『Molecular Genetics of Bacteria』
L. Snyder ら著（ASM PRESS）
『Microbiology, an evolving science』J. Slonczewski ら 著（NORTON）

成績評価の方法
平常点（10％）と期末テスト（90％）により評価します。

成績評価の方法
各単元で小テストまたはレポート課題を課す。
評価は，学期末試験（60%）
，小テストまたは課題（40%）を総合
的に判断して行う。

その他
特にオフィスアワーは設けませんが，質問等があれば研究室（３
号館 3-304Ａ）に来てください。
連絡先：smura@meiji.ac.jp，044-934-7098

その他
微生物遺伝学研究室（5号館6階605号室）
オフィスアワー：金曜日17：10〜18：00
E-mail: mmaeda@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)AGC321J
科

目

名

単位数

微生物生態学

2単位

科目ナンバー：(AG)AGC351J
担当者
中島

科

授業内容
第１回：生物学を学ぶこと
第２回：微生物の生態と研究法
第３回：顕微鏡の科学
第４回：グラム陽性菌と陰性菌
第５回：乳酸菌と放線菌
第６回：エネルギー獲得と呼吸
第７回：原生生物
第８回：酵母の生態と利用
第９回：糸状菌の生態と利用
第10回：糸状菌とキノコ
第11回：抗菌治療
第12回：微生物と酵素
第13回：遺伝子組換えと社会
第14回 a：まとめ
講義内容は必要に応じて変更することがあります。

名

食品物性学

春紫

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
地球上のさまざまな環境に生息する微生物の多様性および能力に
ついて実践的な知識を体系的に習得することを目標とする。種々の
微生物について概説するとともに、乳酸菌、放線菌、酵母、糸状菌
など人類と関わりの深い微生物について利用法および伝統的な発酵
食品の製造法を含めて解説する。
《授業の概要》
多様な環境に生息する微生物の生態・種々の微生物に関する各論・
微生物の研究法・微生物の利用法・遺伝子組換え技術と社会との関
わりについて，実例を挙げて可能な限り簡明に講義する。

目

単位数
2単位

担当者
中村

卓

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標》
食品（食品素材であるタンパク質・多糖類・油脂も含めて）の物理的特性を学び，将来
食品企業において，
「ものづくり」
の問題解決や研究開発ができる基礎を築きます。
さらに，
食品の認知レベルの「おいしさ」について，物理的現象，人の五感と感覚器，官能評価方
法，認知心理学，脳科学について知ることを目標とします。
《授業の概要》
人が評価するおいしい食品を安定的に ｢ つくる ｣ ためには、人の五感を物理的数値で表
す必要があります。そのためには、人の五感（分子・生理学）と食品物性（物理）の関係
を知ることが第一歩となります。特に、食感を評価するために、力学を基礎とするレオロジー
（力と変形と流動）について知ります。これら基本概念を基盤とした食品成分の物性変化と
測定方法について，具体的な食品成分と実際の食品の実例で理解します。さらに，｢ おいし
さ ｣ の評価のため，感性の数値化を目指した官能評価試験，認知心理学を知ります。

授業内容
第１回：おいしさ - 食品物性 - ものづくり：食品の風味と食感（テクスチャー）
〈人の五感（分子・生理学）と食品物性（物理）
〉
第２回：世の中の現象（感覚）の定義：五感（視覚・聴覚・触覚・味覚・臭覚）と物理（数
値・単位）
第３回：脳と行動：神経科学 / 心理学； 脳の構造・神経伝達・実験手法・心理物理学
第４回：視覚：色 / 聴覚：音； 物理：波 周波数スペクトル； 単位：L*a*b* ルクス（lx）
ヘルツ（Hz）
第５回：触覚：体性感覚； 物理：レオロジー・力 / 変形・流動 固体（弾性）
・液体（粘
性）
・粘弾性； 単位：ニュートン（N）
・パスカル（Pa）
第６回：味覚 / 臭覚：香りｵﾙｿﾈｲｻﾞﾙ / ﾚﾄﾛﾈｲｻﾞﾙ； 物理：拡散方程式 / ﾌｨｯｸの法則 / ｱｲﾝｼ
ｭﾀｲﾝの関係式； 化合物の性質：蒸気圧 / 沸点 / 分配係数 logP
〈食品成分の物性変化と測定方法〉
第７回：澱粉：相転移・糊化老化 麺・ケーキ・たれ・ソース
第８回：油脂：相転移・結晶型 チョコレート
第９回：タンパク質・多糖類：ゲル化・ネットワーク高分子化 プリン・ゼリー・パン
第10回：コロイド・多成分系：乳化・転相・相分離 マヨネーズ・マーガリン
〈感性の数値化〉
第11回：食品の官能評価・統計処理
第12回：オノマトペ（擬音語・擬態語）食感の見える化
第13回：食品開発への展開
第14回：まとめ

履修上の注意
進行状況によっては順番・内容を変更する場合もあります。食品のおいしさや食品開発
（ものづくり）に興味のある学生に履修を勧めます。

準備学習（予習・復習等）の内容
食品化学・細胞生理学・物理化学を前提としています。授業の最後に課題を出します。
その内容について参考書等で確認する必要があります。次回授業の最初にその課題につい
て小テストを行います。

教科書
『教科書は指定しません。授業の中で資料を配布します。

参考書

履修上の注意
「環境微生物学」と合わせて受講することが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
微生物に関する基礎的な知識が前提となるので、必修の微生物学
Ⅰおよび微生物学Ⅱの内容を復習しておくこと。 配布したプリン
トの内容について、用語の解説を重点的に復習し、専門知識と専門
用語を系統的に学習すること。
教科書
教科書は指定しない。講義内容を解説するプリントを毎回配布す
る。
参考書
「キャンベル生物学（第11版）」（丸善）
「マーダー生物学（原書第5版）」S. S. Madar（東京化学同人）
「ベーシックマスター微生物学」（オーム社）
「ブラック微生物学 第３版」（丸善）
「エッセンシャル 土壌微生物学」南澤究、妹尾啓史（講談社）
「図解 微生物学入門」井上明・中島春紫（オーム社）
「発酵の科学」中島春紫（講談社ブルーバックス）

レオロジーの世界 : 基本概念から特性・構造・観測法まで / 尾崎著428.3/49//S
食品物性用語辞典 / 種谷真一
［ほか］共著 R498/87//S
食品とテクスチャー / 川端晶子編著 498.5/515-4//S
澱粉科学の事典 / 不破編 588.2/3//S
食品多糖類 / 国崎直道
［ほか］共著 498.5/429//S
製菓用油脂ハンドブック / 蜂谷巌著 R576/44//S
スタンフォード神経生物学 /Liqun Luo 著 柚崎ら監訳 491.3/1153/B/S
カンデル神経科学 / エリック R. カンデルほか編 /491.3/1017//S
味覚・臭覚
「講座：感覚・知覚の科学４」
/ 近江編 141/301-4//S
咀嚼の事典 / 井出吉信編 朝倉書店 R491/85//S
必読 官能評価士認定テキスト 日本官能評価学会編（2020.1.15）
食の官能評価入門 / 大越，神宮編著 588/597//S
食品感性工学 / 相良泰行編 588/491//S
自宅からも使える電子資料の紹介
〈人の五感（分子・生理学）と食品物性（物理）
〉
おいしさの科学事典 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006593?3
食感：進化する食品テクスチャー研究 レオロジー43ページから https://elib.maruzen.
co.jp/elib/html/Viewer/Id/3000025141?19
食感をめぐるサイエンス https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/Viewer/Id/3000084598?4
水産食品のテクスチュアー ｐ11からレオロジーの基礎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/
html/Viewer/Id/3000014344?54
認知心理学ハンドブック（有斐閣ブックス）
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/Viewer/
Id/3000016402?17
（入 門）
： も っ と よ く わ か る ! 脳 神 経 科 学 特 に、85 ペ ー ジ か ら 嗅 覚・ 味 覚 https://elib.
maruzen.co.jp/elib/html/Viewer/Id/3000024678?11
（絵がわかりやすい）
：脳神経科学イラストレイテッド ―分子・細胞から実験技術まで―
改訂第3版
嗅覚231ページから https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014673?12
生体のしくみ 第3版 Vol.6 感覚のしくみ https://www.d-library.jp//strg/dokuji01/contents/mel/mel0002615/index123.html?1591338902
〈食品成分の物性変化と測定方法〉
澱粉科学の事典澱粉のすべてがわかる（少し古いですが）
https://elib.maruzen.co.jp/elib/
html/Viewer/Id/3000006594?3
油 脂 の 科 学（食 物 と 健 康 の 科 学 シ リ ー ズ）
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036355?7
タンパク質の科学（食品成分シリーズ）
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/
Id/3000006597?13
特に多糖類 良くわかる食品新素材 ―第4章食物繊維・多糖類、第5章タンパク https://
elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025874?17
乳 化 剤・ 増 粘 安 定 剤 総 覧（別 冊 フ ー ド ケ ミ カ ル 11） 食 品 の 例 が 多 数 掲 載 https://elib.
maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014579?7

成績評価の方法
定期試験の結果により評価する。出席状況を考慮する。

成績評価の方法

その他
講義に関する質問等は随時受け付ける。
微生物生態学研究室（５号館５階506号室）
E-mail: harushi@meiji.ac.jp

その他

毎回，授業の最初に復習小テストを行います。学期末試験を行います。
成績は平常点（小テスト等）30％と学期末試験70％で判定します。

食品工学研究室（第１校舎５号館５階503Ａ室） オフィスアワーは特に指定しませんが，
質問があれば気軽に研究室に来てください。

― 285 ―

科目ナンバー：(AG)CBI351J
科

目

名

生命システム工学

科目ナンバー：(AG)AGC351J

単位数
2単位

担当者
芝

科

清隆

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
生命システムと人工的な非生物システム（ロケットやコンピュー
ター）には類似点が多々あるものの、基本的には全く異なる原理で
形成されている。生命システムを特徴づける「階層性」「安定性」「不
安定性」「進化」などを学びながら、生命システムのもつ特徴を理
解し、その人為的な改変・操作研究（生命システム工学）が、どの
ように進んできたから、また、進もうとしているのかについて学ぶ。
生命システム工学研究に必要な各種公共解析ソフト・データベース
の使い方も習得する。
《達成目標及》
「生命システム」と「非生物システム」の異なるところと類似性
をしっかりと認識し、生命システムの工学的研究の面白さと難しさ
を学ぶ。
授業内容

第１回：
「システム」とは何か
生物・非生物の世界における「システム」とは何かを考えていく。
また、生物システムの階層性を考える上での「細胞」という単位の
重要性を学ぶ。
第２回：
「生命システム」の安定性と不安定性
細胞を単位として考えた場合のシステムの安定性と不安定性を
「進化」
「分化」とからめながら学んでいく。
第３回：宇宙の誕生と生命システムの誕生
生命システムの構成要素である生体高分子の構造を、宇宙の誕生
と進化といった大きな枠組みの中で考えてみる。
第４回：生命システム構成単位としての生体高分子
細胞を構成する分子がどのように分類できるか？どのような特
徴・機能をもつか？を復習をかねて整理する。
第５回：生命システムを特徴づける「遺伝」
生命システムを非生物システムから決定的に分離する、
「遺伝」
のしくみが、どのように理解、解明されてきたかを学ぶ。
第６回：生命システムの中核となる「核酸分子」
「遺伝情報担体物質」としての「DNA」の発見の経緯を紹介しな
がら、生命システムの連続性を学ぶ。
第７回：生命システムの「階層性」
遺伝情報の複製・転写・翻訳を復習しながら、生命システムの大
きな特徴である「階層性」について学ぶ。
第８回：生命システムのもう1つの特徴である「区分け」
細胞や細胞内のオルガネラ構造の特徴や進化を復習しながら、生
命システムでの「区分け」の意味を考えていく。
第９回：宇宙の中での生命システムの進化
第8回までの学習をベースに、生命システムの誕生と進化につい
て考え、同時に生命システム学の研究の歴史を学ぶ。
第10回：生命システムとエネルギー
宇宙のエネルギーの流れの中で展開し続ける生命システムを、エ
ネルギー代謝系の復習と共にまなんでいく。
第11回：分子改変を通じた生命システム工学
進化分子工学、人工分子デザイン分野でおこなわれている生体高
分子の改良研究を学んでいく。また、生命システム工学で広く使わ
れる各種データベースを紹介し、実際に利用してみる。
第12回：生命システムは操作できるか？
代謝工学、合成生物学などの分野で研究が進む、システムそのも
のの改変・操作への挑戦を紹介する。また、酵素がどのように進化
してきたかを、公開ソフトを用いて実際に解析してみる。
第13回：生命システムの破綻とがん
がんの発生と進展、またその治療を「生命システム」の観点から
学んでいく。また、各種がん関連のゲノムデータベースを紹介し、
ゲノム情報が医学分野でどのように使われているかを学ぶ。
第14回：第13回までの授業を振り返りながら、生命システムの本質、
その改変・操作の挑戦性を再確認し、最後のまとめ試験をおこなう。

履修上の注意
単位取得に必須な課題や小テストがあることに留意すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業の最後に、次回の授業で学ぶキーワードを与えるので、参考
書などをてがかりに予習しておくこと。また、授業のノートを読み
返し、学んだことを振り返り、不明な部分があれば次の授業で質問
すること。
教科書
特に定めない。
参考書
『したたかな生命』北野宏明、竹内薫（ダイヤモンド社）
成績評価の方法
毎回小テストをおこなう。小テストの総計を70％、最終授業でお
こなう試験30％で評価する。
その他

目

名

単位数

食品健康科学

2単位

担当者
長田

恭一

授業の概要・到達目標
前半はさまざまな植物性成分の三大栄養素ならびに微量の機能性
成分について解説する。後半は、機能性を発揮する食品、脂質の機
能性、抗酸化食品成分、肥満と糖尿病を予防する食品成分、脂質異
常症を予防する食品成分について解説する。
毎日摂取している植物性食品素材の成分と健康に資する機能性、
特定保健食品等を含む機能性食品と健康との関係、脂質が関わる疾
病とその予防について理解することを到達目標とする。
授業内容
1 ガイダンス 穀類の科学（成分と一般論）
2 いも類、豆類の科学（成分と一般論）
3 種実類の科学（成分と一般論）
4 野菜類の科学（成分と一般論）
5 果実類の科学（成分と一般論）
6 きのこ類、海藻類の科学（成分と一般論）
7 中間テスト 機能性食品の分類と最近の話題
8 食事蛋白質と健康
9 食事脂質と健康Ｉ（脂質代謝への影響）
10 食事脂質と健康ＩＩ（炎症、免疫機能、疾病との関係）
11 脂質代謝と肥満、糖尿病、脂質異常症
12 機能性脂質、有害脂質と健康（中鎖脂肪酸、共役脂肪酸、トラ
ンス酸、グリシドール脂肪酸エステルと健康）
13 カロテノイド色素と健康（カロテノイド色素と健康）
14 ポリフェノール類と健康（カテキン類、フラボン、アントシア
ニン類）

履修上の注意
食品化学および食品栄養学の基礎を理解していること。2年次に
食品化学実験を履修していることを希望します。
農芸化学科以外の学生が履修する場合、化学的用語を多用します
のでよく復習して下さい。但し、試験等では構造式等を書かせるこ
とはありません。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義では毎回、試料とレジュメを配布します。また、2回目から
は重要事項を講義最初にまとめますので復習して下さい。また、毎
日摂取している植物性食品素材に興味をもち、健康食品等にも興味
をもっていることが望ましい。
教科書
とくに、指定しない。
参考書
三共出版：わかりやすい食品機能栄養学
その他有り
成績評価の方法
中間試験と定期試験の合計120点（200点満点）以上である。
3-4回不定期に出席調査を行う。なお、調査結果は授業参加度
の評価としてプラス評価にのみ利用する。
その他
受講態度に応じて試験難易度を変えています。
講義内容について相談等があれば対応します。講義後に連絡して
ください。
再試験、レポートによる再評価はしません。
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科目ナンバー：(AG)AGC351J
科

目

名

単位数

動物資源化学

2単位

科目ナンバー：(AG)AGC351J
担当者
石丸

科

授業内容
第１回：乳の生合成と泌乳生理
第２回：乳の栄養成分
第３回：飲用乳と乳製品の製造技術
第４回：発酵乳製品の製造技術
第５回：牛乳と発酵乳製品の機能性
第６回：食肉の構造と熟成
第７回：食肉の栄養成分
第８回：食肉と食肉製品の製造技術
第９回：食肉と食肉製品の機能性
第10回：鶏の産卵生理と卵の構造
第11回：卵の栄養成分
第12回：卵の加工
第13回：卵の機能性
第14回 a：試験
b：講義全体のふりかえりと試験の正答解説

準備学習（予習・復習等）の内容
事前に，シラバスに従って教科書の該当部分を予習し，理解でき
ない部分があれば授業で質問すること。復習として，教科書及び参
考書を読むこと。
教科書
『畜産物利用学』齋藤忠夫他編（文永堂出版）

2単位

担当者
萩原

知明

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
低温を獲得する原理，食品の低温保存技術，食品の低温貯蔵中に
おける品質劣化要因，食品の低温下における物理化学的変化，そし
て食品を凍結させるために必要なエネルギーおよび時間の推定に関
わる伝熱論の基礎について講義します。
《授業の到達目標》
生鮮食品や加工食品の低温貯蔵方法は，各種食品が低温下に置か
れたときの化学・生化学的変化に基づいています。また，食品成分
のうち，70％近くを占める水の状態変化が解凍後の食品の質に影響
を及ぼしています。
さらに，冷却とは物品から熱エネルギーを奪う操作です。そのた
めにエネルギーを必要とし，地球温暖化やオゾン層破壊といった環
境問題にも関わりがあります。
これまでに大学で学んできたことを活かし，総合的な視野に立っ
て，食品の低温貯蔵を理解しましょう。

履修上の注意
物理化学，食品化学を修得していることが望ましい。また，関連
する科目として食品衛生学，食品工学，動物資源化学，植物資源化
学，水産資源化学を受講することを望みます。
準備学習（予習・復習等）の内容
復習では、配布資料の図表や授業内容を振り返り、ノートを整理
しましょう。
自宅の冷凍庫で生鮮食品を凍結保存してみたり、市販冷凍食品を
買って食べてみたりしましょう。
教科書
教科書は指定しません。授業において参考資料を配付します。

参考書
『乳の科学』上野川修一編（朝倉書店）
『肉の機能と科学』松石昌典他編（朝倉書店）
『卵の科学』中村良編（朝倉書店）
『ゼロから理解する 食肉の基本』西村敏英監修（誠文堂新光社）
『牛乳とタマゴの科学 完全栄養食品の秘密』酒井仙吉（講談社）

その他
食品機能化学研究室（第一校舎5号館6階603号室）

単位数

授業内容
第１回：食品冷凍技術の現状と課題
第２回：低温保存による食品の品質保持の原理
第３回：低温をつくりだす仕組み（冷凍機の原理）
第４回：食品の冷却・凍結過程 I
第５回：食品の冷却・凍結過程 II
第６回：食品の冷蔵および凍結貯蔵中における変化
第７回：食品の解凍過程
第８回：水産物の低温保存
第９回：畜産物の低温保存
第１０回：農産物の低温保存
第１１回：調理冷凍食品およびアイスクリームの製造
第１２回：冷凍を利用した食品加工手法（凍結乾燥（フリーズドライ）、
凍結濃縮）
第１３回：凍結に必要なエネルギーおよび凍結所要時間の予測
第１４回：食品冷凍に関する最新の研究動向：過冷却凍結、不凍タン
パク質

履修上の注意
食品化学，生化学 I，II，有機化学 I，II を履修していることが望
ましい。

成績評価の方法
期末試験（90％）と授業への貢献度（10%）で評価する。

名

食品冷凍冷蔵学

喜朗

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
乳，肉，卵の成分に関して食品栄養学的ならびに生体調節機能（食
品の３次機能）を含めた生化学的側面について講義する。
《到達目標》
畜産物の化学的知識および生化学的知識を身につけ，応用力をつ
けること。BSE 問題など近年問題となっている畜産食品について
正確な知識を得るとともに正しい情報を社会に発信する。

目

参考書
『食品冷凍技術』日本冷凍空調学会（日本冷凍空調学会 , 2009年）
『冷凍食品入門』尾辻昭秀著（日本食糧新聞社，2014年）
『冷凍食品を知る』野口 敏著（丸善，1997年）
成績評価の方法
期末定期試験の成績で評価します。期末定期試験100％
ただし試験を受けるためには３分の２以上の出席が必要です。
その他
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科目ナンバー：(AG)AGC351J
科

目

名

食品安全学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGC351J
担当者
長田

科

授業内容
第１回：化学物質による有害作用
第２回：食品成分の変質に伴う有害物質
第３回：フグ毒とシガテラ毒
第４回：麻痺性貝毒と下痢性貝毒、その他のマリントキシン
第５回：キノコの毒素
第６回：山野草等の毒素
第７回：農薬の問題、ポジティブリスト制度、ポストハーベストに
ついて
第８回：カビ毒
第９回：食品添加物の分類と役割
第10回：食品添加物の安全性と表示
第11回：野菜や飲料水由来の寄生虫
第12回：獣肉由来の寄生虫
第13回：魚介類由来の寄生虫
第14回：食品アレルギー問題、BSE、遺伝子組み換え食品発がん物
質等の最近の安全問題
履修上の注意
食品衛生学を履修していることを希望します。
化学的な用語や構造式等が出る場合がありますが、とくに高度な
化学的素養は求めていませんので生物が得意な方でも問題ありませ
ん。食品の安全性に興味をもっていることを希望します。
公務員あるいは食品関連企業の技術職で食品衛生監視員、管理者
になることを希望する場合は必須となります。
食品衛生監視員として公務員受験を志望される方には，専門分野
の試験内容の４０％以上（食品衛生学と合わせて８０％以上）を占める
ことをお知らせします。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義では毎回レジュメを配布します。また、2回目からは重要事
項を講義最初にまとめますので復習して下さい。また、キノコや魚
介類の毒素による食中毒、食品の安全性に関するニュース等に興味
をもってください。
教科書
2019年度より資料については教科書を使用します。資料は配布し
ません。
教科書：東京化学同人：新スタンダード栄養・食物シリーズ8 食
品衛生学第2版（一色賢司編）
参考書
医歯薬出版：新食品衛生学要説
その他有り
成績評価の方法
定期試験により評価する。合格は60点以上である。
3-4回不定期に出席調査をする。授業参加評価としてプラス評
価にのみ利用する。
その他
受講態度に応じて試験難易度を変えています。
講義内容について相談等があれば対応します。講義後に連絡して
ください。

名

食品免疫学

恭一

授業の概要・到達目標
食料自給率の低下、食の多様化に伴い，我々は多くの輸入食材を
利用し、また、加工食品を摂取しています。輸入食材には国内で使
用されていない農薬の使用の問題があります。一方、加工食品には
保存等の目的で食品添加物を利用しなければなりません。日本の食
品の安全性は世界の中でも最も高いレベルで保たれていると思われ
ますが、健康に食生活を営む上での食品の安全性に関わる知識を正
しく理解する必要があります。本講義では、化学物質による有害性、
植物素材や魚介類の毒素、食品添加物、寄生虫に関する基礎を解説
します。
本講義では，食の安全に関して、食品衛生学で教授する分野を除
く化学物質による有害性、植物素材や魚介類の毒素、食品添加物、
寄生虫と食との関係を理解することを到達目標とします。

目

単位数
2単位

担当者
薬袋

裕二

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
脊椎動物は神経系，内分泌系など数多くのネットワークが複雑に
絡み合い，最終的に生体の恒常性を維持している。その中でも免疫
系は細菌などの非自己を排除して，確立した自己の持続的な形成を
保たせている。しかしながら，その自己を形成しているアミノ酸，
炭水化物，脂質などは全て「非自己」である食物から腸管を経て得
ているのである。また細菌が体表に触れる面積が一番大きい器官も
腸管である。すなわち腸管では矛盾した処理を日々行っている不思
議な器官である。本講義では免疫学の基礎を個体レベル，分子レベ
ルで理解してもらうことを目指すとともに，腸管免疫，食物アレル
ギーなどについて講述し理解せしめる。
《授業の概要》
この授業では免疫機序をまず勉強し，後半で腸管免疫，食物アレ
ルギーなど理解する。
授業内容
第１回：免疫と免疫系を構成するもの
第２回：感染初期の自然免疫
第３回：自然免疫から適応免疫へ・免疫担当細胞
第４回：抗体分子のタンパク構造
第５回：多様な抗体が生合成される遺伝子機構
第６回：Ｔ細胞レセプターと MHC 分子
第７回：抗原提示
第８回：リンパ球の分化
第９回：Ｔ細胞の活性化
第10回：Ｂ細胞の活性化 （体液性免疫）
第11回：食品アレルギー，粘膜免疫
第12回：栄養と免疫
第13回：食品による免疫修飾
第14回：経口免疫寛容と治療への応用

履修上の注意
タンパク質の構造，細胞の分化などを理解しておく。
準備学習（予習・復習等）の内容
第１回 高校の「生物」の教科書の「免疫」領域を復習しておく。
第２回～14回 配布したプリントを読んで予習をしておくこと。
教科書
特に定めない。
参考書
『食品とからだ』上野川修一（朝倉書店）
『免疫学への招待』多田富雄 監訳（南江堂）
『免疫生物学』笹月健彦（南江堂）
成績評価の方法
成績は学期末試験100％で評価する。
その他
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科目ナンバー：(AG)AGC341J
科

目

農薬化学

名

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)ACH331J
担当者
清水

科

授業内容
第１回：農薬の歴史、農薬の果たす役割、農薬の研究開発
第２回：農 薬の一般的知識（農薬の名称、用途別分類、製剤）、農
薬取締法の概要、農薬の登録、農薬の安全性など
第３回：害虫防除剤その１（殺虫剤）
第４回：害虫防除剤その２（殺ダニ剤、殺線虫剤）
第５回：病害防除剤その１（病害抵抗性を誘導する殺菌剤）
第６回：病害防除剤その２（呼吸阻害剤などのその他殺菌剤）
第７回：植物制御剤その１（葉緑体を標的とする除草剤）
第８回：植物制御剤その２（葉緑体以外の代謝系などを標的とする
除草剤、植物成長調整剤）
第９回：農薬の標的分子（酵素、受容体、イオンチャンネル他）
第10回：農薬の代謝分解（加水分解、酸化、抱合など）
第11回：微生物農薬、総合的病害虫雑草管理（IPM）
第12回：遺伝子組換え作物、ゲノム編集作物
第13回：農薬の権利化、農薬創製の新技術、農薬の将来
第14回：期末試験、講義全体のまとめ
履修上の注意
配布する資料に基づいて講義を進める。
準備学習（予習・復習等）の内容
第2回目の授業から授業の初めに質問を受け付けますので、質問
があればその時にお願いします。
教科書
特になし。
参考書
「新版農薬の科学」宮川恒・田村廣人・浅見忠男（朝倉書店）
2019年
農薬の関する情報を調べるための Web サイト
日本農薬学会：農薬について知ろう
http://pssj2.jp/rikai/index.shtml
農薬工業会：農薬の作用機構分類
https://www.jcpa.or.jp/labo/
農林水産省：農薬コーナー
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/
成績評価の方法
成績は期末試験（70%）と小テスト・出席などによる平常点（30%）
で評価します。
その他
特になし。

名

高分子化学

力

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
人類は農業を始めてから今日に至るまで、絶えず病害虫や雑草に
悩まされ続けている。この病害虫や雑草などの生物的ストレスから
農作物を保護する資材が農薬である。本講義では、農薬に関する基
礎的な知識を学ぶとともに、代表的な農薬について化学構造、生物
活性、作用機構などを生物と化学の両面から理解することを目指す。
《授業の概要》
農薬の歴史、役割、研究開発の手法、安全性などの説明から始め
て、代表的な農薬について、化学構造、生物活性、作用機構、選択
性、農薬の標的分子・代謝分解などについて講述し、その後総合的
病害虫雑草管理及び農薬と密接な関係にある遺伝子組換え作物を紹
介した後、農薬科学の新技術と農薬の将来について言及する。講義
内容をより深く理解してもらうため、随時、講義内容についての小
テストを実施する。

目

単位数
2単位

担当者
風間

伸吾

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
高分子化学の視点は，生体高分子の性質や組織構造を理解する上
で不可欠です。タンパク質，DNA，多糖類などの生体高分子，プ
ラスチックスや樹脂 , ゴムなどの合成高分子は，単に相対モル質量
が大きいだけでなく，化学的にも物理的にも低分子化合物には見ら
れない数多くの高分子性をもっています。食品の包装材料にも不可
欠な高分子について正しい視点を持ちましょう。講義では，「高分
子性」の理解のために実例を挙げながら，基礎から応用までやさし
く解説します。
《授業の到達目標》
農芸化学科の専攻科目である「高分子化学」において，化学的に
も物理的にも低分子化合物には見られない数多くの特徴（高分子性）
をもつ高分子物質を合成，構造・物性，機能や実用面から学習しま
す。この高分子性を通して，物質化学の理解はもとより，農学部の
皆さんが学ぶ機会の多い生体高分子の実用的理解を深め，新しい時
代にふさわしい物質観を育てることを目指します。
授業内容
講義は，低分子との対比を常に念頭に置いて具体的に高分子性の
理解を図るとともに，生体高分子との関係を意識しながら各テーマ
について詳述します。
第１回：高分子化学の概論１（イントロダクション，高分子化学の
歴史など）
第２回：高分子化学の概論２（暮らしの中で利用されている高分子
化学の解説）
第３回：高分子の合成１（ラジカル重合など）
第４回：高分子の合成２（イオン重合など）
第５回：高分子の合成３（重縮合など）
第６回：高分子の合成４（高分子反応など）
第７回：高分子の分子量とかたち（低分子と高分子の特性の違いな
ど）
第８回：高分子溶液の性質１（溶液の熱力学など）
第９回：高分子溶液の性質２（溶液物性論など）
第10回：高分子の構造と物性１（生体高分子の化学構造など）
第11回：高分子の構造と物性２（ガラス状態，ゲル構造，緩和現象
など）
第12回：高分子の構造と物性３（力学的性質，レオロジー粘弾性な
ど）
第13回：高分子の機能（食品包装材を例として）
第14回：まとめ
＊講義内容は，必要に応じて変更することがあります
履修上の注意
化学を履修していることが望ましいです。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎時間予習及び復習内容を説明します。なお，第１回目の講義は
「概論」を行うため予習は不要です。
教科書
「明大生のための高分子化学（農芸化学科版）」永井一清編（履修
登録確定後に，Oh-o! Meiji システムにて無料配布します。）
参考書
高分子化学や高分子科学の書名で出版されているどの書でもよい
です。授業で適宜紹介します。（参考書の例「基礎高分子科学」高分
子学会編，東京化学同人（2006）ISBN 4-8079-0635-6）
成績評価の方法
出席日数を満たしている者に対して，100点満点で成績評価を行
います。この100点の振り分けは，授業中に実施する小テスト，演
習問題やレポート等計40点，学期末に行われる定期試験60点であり
ます。
その他
オフィスアワーは，第１回目の講義の中で，受講者の他の履修科
目と重複しないことを確認して決定します。連絡先：kazama@
mvc.biglobe.ne.jp
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科目ナンバー：(AG)AGC381J
科

目

名

単位数

科目ナンバー：(AG)ENV321J
担当者

科

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者

環境化学

2017～2021年度入学者

2単位

殷煕

環境安全学

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
21世紀に至るまで人類が築いてきた輝かしい繁栄とは裏腹に，46
億年の歴史を持つ地球に様々な問題を解決できずに次世代に残す事
態になっている。環境化学は環境汚染に係わる様々な物質は何であ
ろうか，また，それらの物質の発生源は何か，さらに，ヒトや生態
系にどのような影響を及ぼすか，汚染や被害を軽減または防ぐ方法
はあるのかについて様々な事例とともに最先端の環境修復技術を学
び，「環境保全の大切さ」を改めて考える。
《授業の概要・到達目標》
本授業では，地球環境問題に対し，巨視的観点や微視的観点でそ
の原因を詳細に探り，より現実的なアプローチで地球環境と生態系
が共存共栄できるように方策を考えるとともに，環境保全の意識を
高めることである。
授業内容
第1回：イントロダクション―この授業で学ぶこと―
第2回：環境問題の歴史と環境基準
第3回：環境における化学物質の挙動
第4回：環境の現状と対策（大気環境）
第5回：環境の現状と対策（水環境）
第6回：環境の現状と対策（土壌環境と廃棄物）
第7回：環境の現状と対策（ダイオキシン類と POP ｓ）
第8回：環境汚染物質の測定法（主な環境測定方法）
第9回：環境汚染物質の測定法（大気、水質、土壌）
第10回：その他の測定法（残留農薬等）
第11回：環境とエネルギー
第12回：資源のリサイクルと無害化処理
第13回：地球にやさしい化学をめざして
第14回：まとめ
履修上の注意
授業内容は，多義にわたるので毎回出席すること。（オンライン
または録画）講義の形式は，基本的にパワーポイントを用い，図，
表，画像を中心に説明する。また，必要に応じてハンドアウトも使
用する。受講者には毎回授業内容に対するディスカッションを積極
的に行う。それを通じて環境に対する価値観の多様性を認識して学
ぶ。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業内容に不明な部分があれば授業中またはメールで質問するこ
と。次回の授業範囲について事前に各自論点を調べておくこと。
教科書
特に指定はしないが、環境化学概論 第3版（化学教科書シリー
ズ）（田中 稔編，丸善，2006年）を主に参考する。
参考書
環境化学（エキスパート応用化学テキストシリーズ）（坂田 昌弘
（共著），講談社，2015年），地球の環境と化学物質（安原 昭夫（著）
，三共出版，2013年），環境リスク解析入門 化学物質編（吉田 喜久 ,
中西 準子（著），東京図書，2006年）
成績評価の方法
成績評価に関しては，出席状況，授業態度等を考慮した平常点，
中間レポートおよび期末テストまたはレポートの成績に基づき総合
的に評価する。その評価比率は，原則として，平常点20%，中間レポー
ト30%, 期末テスト50％とする。
その他

土壌環境保全学

洙

2単位

肴倉

宏史

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
土壌を含む地圏は大気圏、水圏、生物圏とともに、地球環境、生
活環境の維持に大きく関与している。本授業では、土壌環境保全に
関する基礎的な次項から最新の課題や取り組みを学び、様々な課題
に対応するための適切な判断力を身につけることを目標とする。
《授業の概要》
本授業では、土壌汚染の歴史、汚染物質の種類、ならびに関連法
規を概説する。次いで、土壌汚染の未然防止や修復のための技術、
さらには、廃棄物、自然由来有害物質、自然災害、放射性物質、風
評被害、地球温暖化等の様々な課題について、基礎事項を踏まえな
がら詳説していく。
授業内容
第１回：ガイダンス 土壌環境の保全とは
第２回：土壌汚染の歴史
第３回：土壌汚染とリスク
第４回：汚染原因物質
第５回：土壌環境基準と土壌汚染対策法
第６回：地下水と汚染物質の動き
第７回：土壌汚染の対策技術
第８回：廃棄物の埋立と土壌環境保全
第９回：自然由来の有害物質
第１０回：東日本大震災と土壌環境保全
第１１回：放射性物質と土壌環境保全
第１２回：土壌環境保全と風評被害
第１３回：地球温暖化と土壌環境保全
第１４回：期末試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容
履修前提科目：土壌化学、土壌圏科学
教科書
講義時に配布する資料
参考書
講義時に紹介する予定
成績評価の方法
期末試験（60%）＋レポート（30%）＋出席（10%）
2/3以上の出席が期末試験受験のための必要条件である．
その他
質問等はメールで連絡してください。
E-mail: sakanakura@nies.go.jp

― 290 ―

科目ナンバー：(AG)AGC321J
科

目

科目ナンバー：(AG)AGC321J

名

単位数

担当者

科

微生物生理学

2単位

村上周一郎

授業の概要・到達目標
微生物は、小さいながらも様々な環境に適応し生命活動を続けて
います。この講義では、微生物細胞を作り出すために必要な炭素や
窒素を異化、または同化する方法、生体成分の生合成経路、そして
微生物が生命活動を維持するために必要なエネルギーを獲得する方
法やそのエネルギーをどのように利用しているかを説明していきま
す。またその代謝経路において key となる酵素について説明します。
現在様々な産業分野で微生物の代謝経路や酵素は、もの作りに利
用されています。そのことを踏まえ、本講義では微生物細胞内での
物質の流れをイメージし、それを産業利用するための基礎力を養う
ことを到達目標としています。
授業内容
第1回：イントロダクション―この授業で学ぶこと―
第2回：炭素の利用―１（EMP 経路）
第3回：炭素の利用―２（ペントースリン酸経路）
第4回：炭素の利用―３（エントナー―ドゥドルフ経路、他）
第5回：炭素の利用―４（エタノール、乳酸の生成）
第6回：炭素の利用―５（TCA サイクル、有機溶媒発酵）
第7回：脂質の代謝、グリオキシル酸経路
第8回：電子伝達系を介したエネルギー生産－１（酸素呼吸）
第9回：電子伝達系を介したエネルギー生産－２（脱窒）
第10回：植物型光合成と炭酸固定
第11回：細菌型光合成と炭酸固定
第12回：アミノ酸の生合成
第13回：芳香族化合物の分解
第14回 a：試験
b：試験の正答解説
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

目

名

単位数

環境微生物学

2単位

担当者
中島

春紫

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
人類と不断の戦いを繰り広げてきた病原性微生物および，特殊な
環境下に生息する多様な微生物に関する実践的な知識を体系的に修
得すること。
《授業の概要》
病原性微生物による疾患・感染症の防除法・物質循環・特殊環境
微生物の能力と利用・微生物の環境浄化への利用等について，実例
を挙げて可能な限り簡明に講義する。
授業内容
第１回：病原性微生物 （1）
第２回：病原性微生物 （2）
第３回：病原性微生物 （3）
第４回：ウイルス
第５回：公衆衛生と疫学
第６回：バイオ燃料・材料
第７回：物質循環
第８回：好熱菌と古細菌
第９回：好塩菌・嫌気性菌
第10回：好酸・好アルカリ菌
第11回：有機溶媒・極限環境
第12回：排水処理
第13回：環境修復
第14回 a：まとめ
講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
「微生物生態学」を履修してから受講することが望ましい。

履修上の注意
この講義は、3年生秋学期開講の「微生物化学」と対をなすよう
に位置づけています。この講義を受講された学生諸君は、「微生物
化学」を受講さることを希望します。
準備学習（予習・復習等）の内容
板書した内容と授業中に配付するプリントの該当箇所を振り返
り，不明な部分があれば参考書等に目を通しておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
微生物に関する基礎的な知識が前提となるので、必修の微生物学
Ⅰおよび微生物学Ⅱの内容を復習しておくこと。配布したプリント
の内容について、用語の解説を重点的に復習し、専門知識と専門用
語を系統的に学習すること。
教科書
教科書は指定しない。プリントを毎回配布する。

参考書
『微生物学』 青木健次編 （化学同人）
『細胞機能と代謝マップ I 細胞の代謝・物質の動態』 日本生化学
会編』（東京化学同人）

参考書
「キャンベル生物学（第11版）」N. A. Campbell, J. B. Reece
（丸善）
「マーダー生物学（原書第5版）」S. S. Madar（東京化学同人）
「ベーシックマスター微生物学」（オーム社）
「ブラック微生物学 第３版」（丸善）
「図解 微生物学入門」井上明・中島春紫（オーム社）
「エッセンシャル 土壌微生物学」南澤究、妹尾啓史（講談社）
「発酵の科学」中島春紫（講談社ブルーバックス）

成績評価の方法
平常点（10％）と期末テスト（90％）により評価します。

成績評価の方法
定期試験の結果により評価する。出席状況を考慮する。

その他
特にオフィスアワーは設けませんが，質問等があれば研究室（３
号館 3-304Ａ）に来てください。
連絡先：smura@meiji.ac.jp，044-934-7098

その他
講義に関する質問等は随時受け付ける。
微生物生態学研究室（５号館５階506号室）
E-mail: harushi@meiji.ac.jp

教科書
特に定めません。必要に応じて，適宜プリントを配布します。
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科目ナンバー：(AG)BIO124J
科

目

名

生化学・物理化学実験

科目ナンバー：(AG)AGC114J

単位数
2単位

担当者

科

金子・島田・
鈴木

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
本実験ではタンパク質・アミノ酸・糖などの生体構成成分を対象
にして、これらの物質が持つ生体にとって必須の性質を実験により
確認する。また、ここで行う実験を通して、実験の準備、実験の基
本技術、実験データの取り扱い、レポートの書き方、等 実験を行
う上での最も基本的な事柄について、一連のトレーニングを行う。
《到達目標》
生体構成成分の構造，性質，機能を理解すること、および実験を
行う上での基本事項の修得を目標とする。
授業内容
第1回 ガイダンス・安全教育、実験書の配布
（金子賢太朗、
島田友裕、鈴木博実 担当）
○酵素に関する実験
１．比色による定量の基礎
第2回 p-Nitrophenol の吸光スペクトル測定
第3回 p-Nitrophenol の比色による定量（Lambert-Beer の法則）
２．アルカリ性ホスファターゼを用いた酵素反応の実際
第4回 アルカリ性ホスファターゼの至適 pH
第5回 アルカリ性ホスファターゼの至適温度
第6回 反応速度に及ぼす酵素濃度の影響
第7回 反応速度に及ぼす基質濃度の影響：Km,Vmax 測定（第
2-7回，金子賢太朗担当）
○タンパク質の分離・精製に関する実験
１．寒天ゲル電気泳動
第8回 酸性・塩基性条件下におけるタンパク質の電気泳動
第9回 染色・脱染色
２．ゲルクロマトグラフィー（分子篩） その１
第10回 BlueDextran 2000 と Phenol Red との分離
第11回 パソコンによるデータ処理
３．ゲルクロマトグラフィー（分子篩） その２
第12回 BSA と Lysozyme の分離・精製
第13回 Lysoplate を用いた Lysozyme の溶菌域の測定（第8-13
回，島田友裕担当）
○糖・アミノ酸・水に関する実験
１．糖・アミノ酸の旋光度測定
第14回 糖濃度と旋光度
第15回 L-Alanine と D-Alanine の旋光度の測定
２．分子間の水素結合力
第16回 水とアルコールの表面張力測定
３．アミノ酸の電離平衡
第17回 ｐＨ測定の基礎（pH 測定の原理と実際）
第18回 緩衝液の緩衝能
第19回 アミノ酸の電離平衡と等電点（第14-19回，鈴木博実担当）
（この実験は３・４限セットで１回とし、１週に２回の実験を行い
ます。）
履修上の注意
実験の初日にガイダンスを行い、実験書の配布および注意事項を
説明するので必ず出席すること。
実験は毎回出席すること。このことは単位を得るための必要条件
である。
実験当日は最初に実験内容および注意事項の説明があるので、遅
刻厳禁である。遅刻したものは当日の実験を行わせない。
準備学習（予習・復習等）の内容
実験に先立って実験書を精読し、実験内容を理解しておくことが
必須である。
実験終了後は実験レポートの提出が求められるので、指定された
日時に時間厳守で提出すること。（時間外の提出は受け取らない）
教科書
・『実験データを正しく扱うために』 化学同人編集部
同人）
・実験書はガイダンス時に配布する。

編 （化学

参考書
・『ホートン 生化学（第５版）』 鈴木紘一 他訳 （東京化学同人）
・『シーゲル 生化学計算法』 永井 裕 他訳 （廣川書店）
・『生物化学実験法 11 ゲルろ過法（第２版）』 志村憲助 他著
（学会出版センター）
成績評価の方法
実験レポートによる。ただし，出席は評価を得るための必要条件
である。
その他

目

名

単位数

担当者

環境化学実験

1単位

安保・小山内
加藤・中林

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
環境化学実験および環境分析実験では，環境を構成する水圏（Hydroshpere），土壌圏（Pedosphere）
，生物（植物）圏（Bisosphere）
を対象として，水圏・土壌圏の化学反応的性質や，植物の元素吸収
による生育反応，土壌の環境保全機能・養分保持機能，植物の環境
応答などの実験を通し，農芸化学の基礎である分析化学や機器分析
の基本的理論と土壌，植物の基本的機能の理解を目的としている。
また、化学分析における安全教育にも重点を置き、本実験で使用す
る実験器具の他、毒・劇物薬品や可燃性ガスの取り扱いを教育する。
《授業の概要》
各分野の基礎的学問概要を講義ののち，環境化学実験では主とし
て化学電子天秤，分光光度計，原子吸光光度計，pH メーターの原
理と使用法，土壌固体の緩衝作用，土壌の重金属吸着，植物形質の
環境応答、微細藻類の色素抽出および分離など基本的な分析操作と
環境機能の基本原理に関する実験を行う。また，データ処理には部
分的にパソコンを使用する。
初回に安全教育を行う。
授業内容
水圏環境実験
1．水試料の硬度測定（キレート滴定）
2．環境水中の鉄の定量：鉄（II）-オルトフェナントロリン法（吸
光分析）
土壌圏環境実験
１．土壌学について
２．土壌 pH と土壌の pH 緩衝能：pH メーター
３．土壌のリン（陰イオン）吸着実験：吸光分析；分光光度計
４．土壌の重金属（陽イオン）吸着実験：Cu，Zn 原子吸光分析；
原子吸光光度計
環境応答植物実験
１．植物栄養条件（N・P・K 各２水準）の設定と、播種
２．培養液の補充と、実験計画法（直交表）の説明
３．遊離態無機成分（汁液中成分）分析用試薬の調整
４．植 物環境応答形質の観察と遊離態無機成分の測定（N: 簡易比
色法，P：分光光度法，K：イオン電極法）および解析
微細藻類実験
1．藻類からの色素タンパク質の抽出
2．順相クロマトグラフィーによる色素の分離
履修上の注意
実験ノートを準備し，実験の行程，起きた現象，測定データを必
ず記載すること。
実験終了後に各自のノートを参考に結果の論議を行う。
準備学習（予習・復習等）の内容
実験テキストを熟読し , 実験の方法・原理を理解した上で受講す
ること。
教科書
１．『分析化学実験 第２版』 内海 他著 （東京教学社）
２．『土壌学の基礎』 松中照夫著 （農文協）
３．『作物栄養肥料学』 松田敬一郎著 （文永堂出版）
参考書
１．『実験農芸化学』 東京大学大学院農学生命科学研究科編 （朝
倉書店）
２．『土壌環境分析法』（博友社）
３．『植物栄養分析法』（博友社）
成績評価の方法
実験レポートの内容，実験ノートの内容および出席状況によるが
各実験系で２回以上の欠席は評価対象としない。
その他
各担当教員のオフィスアワー時に対応する。
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科目ナンバー：(AG)AGC214J
科

目

科目ナンバー：(AG)BCH224J

名

単位数

担当者

科

環境分析実験

1単位

安保・小山内
加藤・中林

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
理系教育における実験科目の目的は，学生各自が自らの手で能動
的に対象物の化学的構造・機能・現象を解析し，対象物をより本質
的に理解することにある。環境化学・分析実験では，環境を構成す
る 水 圏（Hydroshpere）， 土 壌 圏（Pedosphere）
， 生 物（植 物） 圏
（Bisosphere）を対象として実験を行い，農芸化学の基礎である分
析化学，機器分析の基本的理論と土壌，植物の基本的諸機能の理解
を目的としている。また，化学分析における安全教育にも重点を置
き，本実験で使用する実験器具の他、毒・劇物薬品や可燃性ガスの
取り扱いを教育する。
《授業の概要》
水圏環境実験では，水質汚濁・汚染の指標元素の定量分析，土壌
圏環境実験では土壌のイオン交換体としての機能解析，環境応答植
物実験では環境応答栽培実験で得られた植物試料の成分分析を行
い，栽培環境と元素吸収の関係など，各環境機能および現象の基本
原理の理解を得る。微細藻類実験では，色素タンパク質の抽出，定
量および，SDS-PAGE を用いた分離と検出を行う。
授業内容
水圏環境実験
1．環境水の COD（化学的酸素要求量）測定
2．硫酸イオンの定量（重量分析法）
3．硫酸銅水溶液中の銅の定量（酸化還元滴定法）
土壌圏環境実験
１．酢酸アンモニウムによる土壌からの陽イオンの交換浸出および
塩化ナトリウム溶液による NH4+ の交換浸出
２．原 子吸光光度法による交換性陽イオンの定量，滴定法による
NH4+ の定量と陽イオン交換容量の算出
環境応答植物実験
１．植物体の湿式分解：乾燥試料の粉砕と，硫酸・過酸化水素分解。
２．植物体中の無機成分含有率の測定 （1） 水蒸気蒸留・滴定法に
よる全窒素の測定 （2） 分光光度法による全リンの測定。植物
体中無機元素に関する統計的検討
微細藻類実験
1．色素タンパク質の抽出とタンパク質の分離・定量
2．SDS-PAGE による色素タンパク質の分離と検出（セミドライ
ブロッターを用いた膜への転写）
履修上の注意
実験ノートを準備し，実験の行程，起きた現象，測定データを必
ず記載すること。
実験終了後に各自のノートを参考に結果の論議を行う。
準備学習（予習・復習等）の内容
実験テキストを熟読し , 実験の方法・原理を理解した上で受講す
ること。
教科書
１．『分析化学実験 第２版』 内海 他著 （東京教学社）
２．『土壌学の基礎』 松中照夫著 （農文協）
３．『作物栄養肥料学』 松田敬一郎著 （文永堂出版）
参考書
１．『実験農芸化学』 東京大学大学院農学生命科学研究科編 （朝
倉書店）
２．『土壌環境分析法』（博友社）
３．『植物栄養分析法』（博友社）
成績評価の方法
実験レポートの内容，実験ノートの内容および出席状況によるが
各実験系で２回以上の欠席は評価対象としない。
その他
各担当教員のオフィスアワー時に対応する。

目

名

有機化学・有機分析実験

単位数
2単位

担当者
荒谷・久城・
瀬戸

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本実験では，生薬由来の成分の分離・精製などを行い，クロマト
グラフィーによる同定およびスペクトル解析法などを学ぶ。天然物
有機化学・有機合成化学および有機分析化学に関する実験の単位操
作を修得することを目的とする。
《授業の概要》
天然物有機化学・有機合成化学および有機分析化学に共通のクロ
マトグラフィーを学んだ後に，生薬からの目的化合物の分離・精製，
有機化合物の合成，有機化合物の反応を理解，習得するための実験
を行う。これらすべての実験を通して，クロマトグラフィーによる
化合物の同定と NMR 等 による構造解析および有機分子の極性を
官能基の種類および TLC 上の挙動と関連付けて考察する。
授業内容
第１回：本実験全体を通した説明・安全教育
第２回：ガラス細工の基礎―キャピラリーの作成（荒谷／久城／瀬
戸）
第３回：薄層クロマトグラフィー（TLC）の基礎技術（久城）
第４〜９回：紫根からのシコニンの単離・精製およびシコニンの化
学分解，誘導体化，分光学的手法による構造確認（荒
谷）
第10〜15回：コレステロール3-OH の保護・脱保護の化学とハイド
ロボレーションおよびこれらの反応の立体化学的解析
（久城）
第16〜21回：イネ馬鹿苗病菌の生産するジベレリンの粗精製と分析。
サリチル酸、サリチル酸メチルの分液操作による分離
と純度検定（瀬戸）
第22回：実験全体の解説および試験
履修上の注意
配布資料で実験内容を調べ，教科書等で予習すること。実験ノー
トを必ず作成して実験時には実験ノートで実験が進められるように
まとめておくこと。
すべての実験は順調に進行すれば，定められた時間内に終了する
ように設計してあるが，予習不足による手順の拙さ次第では数時間
遅延することもある。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に，実験ノートの見開きの一面にスキーム形式で実験内容を
作成して , 必要な試薬や器具についても確認すること。実験中は実
験ノートのもう一面に実験経過の観察を記録すること。実験後に観
察した現象や実験結果について考察すること。
教科書
配布するプリントにしたがって実験を進める。単位操作を修得す
るため教科書として『続・実験を安全に行うために』化学同人編集
部（化学同人）を指定する。
参考書
『第２版機器分析のてびき１，２とデータ集』泉ら著（化学同人）
『続・実験を安全に行うために』化学同人編集部（化学同人）
『研究室で役立つ有機実験のナビゲーター』上村明男訳（丸善）
『有機化学実験法』三橋ら著（培風館）
『生命科学のための化学実験』高橋ら著（東京教学社）
成績評価の方法
成績は出欠，実験態度，実験ノートおよび試験の結果などに基づ
いて評価する。
その他
オフィスアワーは別途指示します。
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科目ナンバー：(AG)AGC124J
科

目

名

単位数

微生物学実験

1単位

科目ナンバー：(AG)AGC274J
担当者

科

中島・前田・
村上

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
身近にはあるが目には見えない微生物を“みる”，“すばらしい能
力を体験する”，“調べる”ことを通して，その特徴を把握する。
《授業の概要》
培地作製、無菌操作，顕微鏡観察などの微生物取り扱いの基本的
な操作を繰り返し体験することにより習得する。また，生物にとっ
て重要なゲノム（DNA）についても実際にその実体，はたらきを
体験し，理解する。
授業内容
第１回：ガイダンス・安全教育
第２〜５回：細菌の培養と同定実験
・培地調製と植菌
・コロニー計測法と濁度法による細菌の計測
・同定試験（形態観察，Gram 染色，運動性，オキシダーゼ・カ
タラーゼ試験）
第６〜９回：形態観察
顕微鏡観察：顕微鏡の操作に習熟する
・培地調製と無菌操作
・血球計数器による酵母の細胞数測定
・糸状菌の形態観察とミクロメーターによる大きさの計測
第10〜13回：微生物遺伝子工学実験
遺伝子工学で必要とされる超基本的な実験操作を身につける
・シングルコロニーにする
・紫外線照射によって DNA はどの程度損傷するか確かめる
・大腸菌から染色体 DNA を抽出する
レポート
＊実験内容は必要に応じて変更することがあります。
＊この実験は２時限セットで１回とし、１週に２回の実験を行いま
す。

履修上の注意
実験に当たっては内容を十分に把握することが重要であるので必
ず予習をすること。疑問はまず自らが“調べる”ことによって解決
を目指すことが大切である。
実験は３つの実験室に分かれて，各実験週１回３〜４週にわたっ
て行う。レポートは各実験に対して１回提出する。
準備学習（予習・復習等）の内容
実験後に観察した現象や実験結果について考察すること。
教科書
教科書は指定しない。実験に必要な資料，プロトコル等はプリン
トを配布する。
参考書
『新版微生物学実験法』（講談社サイエンティフィク）
『生物工学実験書』改訂版 日本生物工学会編（培風館）
成績評価の方法
出席を重視する。提出されたレポートの内容により評価する。
その他
中島春紫
（微生物生態学研究室：５号館５階506Ａ号室）
前田理久
（微生物遺伝学研究室：５号館６階605Ａ号室）
村上周一郎 （微生物化学研究室：３号館３階304Ａ号室）

目

名

バイオテクノロジー実験

単位数
1単位

担当者
中島・前田・
村上

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
バイオテクノロジー分野における基本操作である有用微生物の分
離法および同定法を学び，有用物質の生産法と検出法を理解する。
またバイオテクノロジーを支える遺伝子操作法について理解を深め
る。
《授業の概要》
自然界からアミラーゼおよびプロテアーゼ生産微生物を分離し，
その菌学的諸性質を検討する。ペニシリン発酵を行い，バイオアッ
セイにより生成したペニシリンを定量する。大腸菌を形質転換し，
遺伝子発現を確認するとともに形質転換株からプラスミド DNA を
検出する。
授業内容
第１回：ガイダンス・安全教育
第２〜４回：有用微生物の分離・同定
・微生物単離用および生理試験用培地の調製
・土壌試料より加水分解酵素生産菌の純粋分離
・分離した細菌の顕微鏡観察と生理学的性質の検討
第５〜７回：抗生物質生産菌の分離とペニシリン発酵
・ペニシリン発酵（培地の調製，植菌，培養）
・バイオアッセイ法によるペニシリンの定量
第８〜10回：微生物遺伝子工学実験
遺伝子工学で必要とされる超基本的な実験操作を身につける
・緑色蛍光タンパク質を大腸菌で生産させる
・組換え大腸菌の核酸を解析する
レポート
＊実験内容は必要に応じて変更することがあります。
＊この実験は２時限セットで１回と記載しています。

履修上の注意
実験に当たっては内容を十分に把握することが重要であるので必
ず予習をすること。疑問はまず自らが“調べる”ことによって解決
を目指すことが大切である。
実験は３つの実験室に分かれて，各実験週１回３〜４週にわたっ
て行う。レポートは各実験に対して１回提出する。
準備学習（予習・復習等）の内容
実験後に観察した現象や実験結果について考察すること。
教科書
教科書は指定しない。実験に必要な資料，プロトコル等はプリン
トを配布する。
参考書
『新版微生物学実験法』（講談社サイエンティフィク）
『生物工学実験書』改訂版 日本生物工学会編（培風館）
成績評価の方法
出席を重視する。提出されたレポートの内容により評価する。
その他
中島春紫 （微生物生態学研究室：５号館５階506Ａ号室）
前田理久 （微生物遺伝学研究室：５号館６階605Ａ号室）
村上周一郎（微生物化学研究室：３号館３階304Ａ号室）
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科目ナンバー：(AG)AGC254J
科

目

名

食品化学・食品分析実験

科目ナンバー：(AG)IND412J

単位数

担当者

科

1単位

長田・石丸・
竹中・中村・
中北

授業の概要・到達目標
各自で食品の成分を定量しその結果を各自で評価する。各自の味
覚評価と味覚受容体の遺伝子解析を行う。なお，実験内容の配分は
初回に説明する。詳細を以下に示す。 食品の一般成分分析および
特殊分析実験を行なう。五味識別試験と苦味受容体の遺伝子解析を
行う。学生実験の集大成として，正確に定量できるか各自で確認す
る。農芸化学科の専攻科目で２年生以上が対象である。
各自で食品の成分を定量しその結果を各自で評価し、食品の成分
を理解する。食品成分を受け取る味覚受容体について、各自の遺伝
子型を判定し、味覚の仕組みを理解する。なお，実験内容の配分は
初回に説明する。詳細を以下に示す。

目

名

文献調査及び特別研究
（卒論）

単位数
4単位

担当者
中村

卓

授業の概要・到達目標
教員の指導のもとで，研究テーマの設定と実験計画の立案を行い，
研究遂行に必要な情報を収集しながら２年間にわたって実験を遂行
する。得られたデータをもとに論文を取りまとめ，学科の卒論発表
会で発表する。文献調査では，自主的・継続的に特別研究のテーマ
に関連した情報の収集を行って特別研究に活かすとともに，プレゼ
ンテーション能力を身につけることを目的としている。
授業内容
研究室により内容が異なるため，指導教員と相談して決定する。

授業内容
実験 I
1. 食品の粗タンパク質の定量
2. 食品の水分活性の定量
3. 果実及びジュース中のビタミン C の定量
実験 II
4. 五基本味の識別試験
5. ゲノム DNA の抽出、PCR 増幅
6. 制限酵素処理、遺伝子型判定（アガロース電気泳動法）
実験 III
7. 食品の水分、灰分、粗脂肪の定量
8. 食用油脂の酸価測定と経時的劣化の評価
9. 食用油脂の過酸価測定と経時的劣化の評価
状況によっては内容を変更することもあります。 また、この実
験授業は3・4限セットで1回と記載しています。なお、実験内容
によっては4限目を過ぎることがあります。
初回にガイダンス及び安全教育教育を行います。

履修上の注意
実験前に注意事項を述べるので遅刻しないこと。強アルカリ液等
を使用する実験の場合，保護眼鏡を必ず着用のこと。脂質等の実験
では引火性溶剤を使用するので火気に厳重注意する事。実験 II で
は、同意書を提出すること。初回は，実験手引書および分析試料の
配布・全体説明・クラス別説明・実験準備を行なう。実験は３つの
実験室に分かれ，各実験室で実験 I-III を行なう。その後実験室を
移動して同様に繰り返す。レポートは３回（各実験室で１回）提出
する。

履修上の注意
2年間の継続履修が必要です。
入室予定の研究内容をよく理解し，準備学習をしておくこと。
学生実験をすべて履修していることが好ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容
毎回、自前に手引きをよく読んで実験に臨むこと。また、データ
は実験終了後すぐにまとめておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
特に指定しないが，研究室により内容が異なるため，指導教員と
相談すること。

教科書
実験書として「食品化学実験の手引き」を配布する。

教科書
特に指定しないが，指導教員と相談すること。

参考書

参考書
特に指定しないが，指導教員と相談すること。

成績評価の方法
成績は実験に対する姿勢（50％）・レポート（50％）に基づいて
評価する。

成績評価の方法
研究への取り組み，文献の読解力，研究成果のまとめと発表，卒
業論文を総合的に評価する。

その他

その他
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生命科学科

生命科学科

科目ナンバー：(AG)CBI191J
科

目

科目ナンバー：(AG)BCH191J

名

単位数

担当者

科

生命科学入門

2単位

生命科学科
教員

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
生命科学は生物学を基盤として，多岐多様な学問分野にまたがり，
生命現象を解析・理解し，得られた科学的理解を応用に結びつける
学問である。この授業では，生命科学の面白さ，重要性，今後期待
される発展・人間生活への還元などについて，生命科学科教員がそ
れぞれの専門分野に基づいて解説する。話題の対象は，動物・植物・
微生物の各研究分野，および生命科学研究に重要な，タンパク質や
遺伝子その他の生物種横断的な生物情報の研究分野とする。
《授業の達成目標》
生命科学入門では，各教員の多彩な研究分野の紹介から生命科学
とは何かを読み取り，自然科学と生命科学への興味を高めるととも
に理解を深め，専門科目を学ぶ意欲と研究に対する興味・関心を涵
養する。
授業内容
「がんの分子生物学」（吉田）
「生理活性物質と細胞応答」（戸村）
「発生工学から医学・医療への展開」（長嶋）
「組織の発生とシグナル伝達」（乾）
「大規模オミックス情報からの宝探し」（矢野）
「健康維持・増進に役立つ酵母のチカラ」（浜本）
「美肌を目指して今日から菌活」（浅沼）
「疾病の原因となる生体内の有機化学反応」（渡辺）
「生体リズムの研究」（中村）
「オスとメスの分子生物学」（河野）
「酵母の細胞生物学とプロテオミクス」（紀藤）
「エピジェネティクスとは？‐動物の遺伝子機能を自在に操るた
めに‐」（大鐘）
「生命維持における膜交通・分解系の重要性 ～植物オートファ
ジーに焦点を当てながら～」（吉本）
「植物の巧みな環境応答と植物ホルモン」（川上）
「植物も会話する：植物の化学交信と応答の研究」（賀来）
「ゲノム編集技術」（桑田）
「脂肪酸代謝物の新たな機能」（長竹）
レポート作成と提出

履修上の注意
授業では個々の講義の記録を取り，講義から得られた新知識を図
書館等での書籍・文献から更に充実させ，生命科学という学問分野
を理解するように努力することが学生に期待されている。
準備学習（予習・復習等）の内容
各回のタイトルに関連した背景・知識を図書館等であらかじめ調
べること。個々の講義で得られた知識を，予習した知識と照らし合
わせながらまとめること。
教科書
使用しない。

目

化学要論

名

単位数
2単位

担当者
神戸

徹也

授業の概要・到達目標
生物や物質の構成要素は分子や原子であり、化学はこうした物質
そのものを研究する学問である。その基礎知識を学ぶことは、材料
科学のみならず、生命科学や農学研究をすすめるうえでも必要不可
欠なものである。本講義では物質の性質や構造、反応、法則に関す
る化学的知識を学ぶ。とくに高校で十分に化学を学習していない学
生がいることを想定して基礎に重点を置き、現象の化学的説明や考
察方法を身につけることを目標とする。
授業内容
第１回：イントロダクション（化学とは、最新の研究について）
第２回：元素・原子・電子、周期表
第３回：化学結合
第４回：化学反応（モル・濃度）
第５回：化学反応（酸化還元）
第６回：物質の状態
第７回：気体
第８回：化学反応（熱エネルギー）
第９回：化学反応（反応と平衡）
第10回：溶液と浸透圧
第11回：酸と塩基
第12回：放射線と放射能
第13回：有機化学と無機化学
第14回：a: 講義全体の復習
b: 試験

履修上の注意
受験で化学を選択しなかった者は、高校化学の教科書を参照し、
講義の予習・復習につとめること。化学既習者も配布した講義資料
を参考に復習につとめること。
準備学習（予習・復習等）の内容
教科書の内容を中心にして参考書の関連事項を含むパワーポイン
トを使って授業を行う。
教科書
『はじめて学ぶ化学』野島高彦著、化学同人
参考書
『理系のための基礎化学』増田芳男・澤田清編著、化学同人

参考書
使用しない。
成績評価の方法
毎回実施される小テストまたは小レポート等（80％）および提出
するレポート（20％）。

成績評価の方法
講義での小テストを40％、講義最後の試験を60％で評価する。

その他
授業内容は変更されることがある。
担当者実施順は学期はじめに決定し、第１回の授業にて通知する。

その他
・オフィスアワー：最初の講義で指示する
・連絡先：メールアドレス kambe.t.aa@m.titech.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)BIO191J
科

目

名

単位数

動物生命科学

2単位

科目ナンバー：(AG)BIO191J
担当者
乾

科

雅史

授業の概要・到達目標
動物における生命現象を理解するためには動物個体という複雑な
系の理解とその背景にある分子レベルの理解がともに重要である。
本講義では動物の発生現象という視点から個体レベルの現象と分子
レベルの現象を講義する。多細胞生物の発生は複数種類の細胞の分
化と形態形成が調和して起こる複雑な過程である。本講義ではまず
個体発生過程における細胞の分化（細胞レベルの現象）や形態形成
（組織・個体レベルの現象）について講義し、その過程に不可欠で
ある細胞間のコミュニケーションについて、特に進化的に保存され
たシグナル伝達経路（分子レベルの現象）に着目して講義する。
多細胞生物の発生の基礎およびその過程で働く進化的に保存され
たシグナル伝達経路の代表的な役割について理解すること、またそ
れを通じて分子レベルの現象と個体レベルの現象がどのように結び
つくのかを理解することを目標とする。
授業内容
第１回：イントロダクション：多細胞生物の発生と細胞間コミュニ
ケーション
第２回：発生生物学の基礎１ 受精から原腸陥入まで
第３回：発生生物学の基礎２ 細胞の分化と形態形成
第４回：発生生物学の基礎３ 三胚葉からの組織・器官の発生 I
第５回：発生生物学の基礎４ 三胚葉からの組織・器官の発生 II
第６回：シグナル伝達・細胞のコミュニケーション概論 １
第７回：シグナル伝達・細胞のコミュニケーション概論 ２
第８回：Hedgehog シグナルとその発生における役割
第９回：TGF β /BMP シグナルとその発生における役割
第10回：Notch/RTK シグナルとその発生における役割
第11回：Wnt シグナルとその発生における役割
第12回：Hippo シグナルとその発生における役割
第13回：ゲノム編集とシグナル伝達
第14回：a 講義全体のまとめ
b 試験

履修上の注意
高校生物未習者は並行して細胞生物学・分子生物学の基礎を学習
することが望まれる。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に配布するレジュメおよびノートを振り返り、不明な点が
あれば次回の授業で質問すること。

目

名

単位数

担当者

植物生命科学

2単位

吉竹悠宇志

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
近年、植物学は急速な進展をとげ、多くの新しい発見がなされて
います。これらの急速な発展の背景には土台となった基礎研究があ
ります。本講義では、最先端の植物科学の今と過去のどちらにも焦
点を当てながら、これから植物科学を学んで行くにあたり必要とな
る基礎知識の習得と、植物生命科学の面白さ、大切さを理解するこ
とを目標とします。
《授業の概要》
植物の形態学、細胞生物学、生理学、生化学、遺伝学などの基礎
を学び、植物の生命過程への理解を深めていきます。
授業内容
第1回：イントロダクション
第2回：植物の構造と細胞骨格
第3回：植物の細胞小器官と細胞内輸送
第4回：植物細胞の分裂
第5回：細胞周期の制御
第6回：植物の成長と分化
第7回：花芽形成
第8回：減数分裂と受精
第9回：光形態形成
第10回：青色光反応
第11回：植物ホルモン
第12回：植物の環境応答
第13回：育種とバイオテクノロジー
第14回：まとめ

履修上の注意
小テストは Oh-o!Meiji のクラスウエブ・アンケート機能を用いて
行います。パソコン、携帯電話および充電器を持参してきてくださ
い。
準備学習（予習・復習等）の内容
人と植物の関わりを示す様々な情報に気を留め、興味を持ったこ
とをより深く調べることをお勧めします。また、復習として講義の
内容を自分の言葉で説明できるようにすると良いでしょう。

教科書
特に定めない

教科書
特に指定はありません。講義で用いるスライドは事前にクラス
ウェブ上にアップロードするので、必要な場合は適宜印刷などして
ください。

参考書
『ギルバート発生生物学』Scott T. Gilbert 著 阿形清和 高橋淑
子 監訳（メディカル・サイエンス・インターナショナル社）
『細胞のシグナル伝達 システムとしての共通原理にもとづく理
解』Wendell Lim, Bruce Mayer, Tony Pawson 著 監訳 西田栄介
（メディカル・サイエンス・インターナショナル社）

参考書
特に指定はありませんが、講義で用いるイラスト等は学術論文もし
くは
「植物生理学 第3版」テイツ，ザイガー編（培風館）
「植物の生化学・分子生物学」Buchanan,Gruissem,Jones 編（学会
出版センター）
から引用します。

成績評価の方法
期末試験70％と授業への貢献度30％で評価する。

成績評価の方法
レポート（40%）と授業内小テスト（60%）で評価します。

その他
生命科学科・動物再生システム学研究室

その他
居室；環境応答生物学研究室（第一校舎2号館 406号室）
Email; yyoshitake@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)BIO111J
科

目

名

分子生物学入門

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGR111J
担当者
戸村

科

授業内容
第１回：遺伝物質としての DNA の発見
第２回：核酸の性質
第３回：タンパク質の性質
第４回：DNA の複製
第５回：DNA の変異と修復
第６回：転写と修飾
第７回：翻訳
第８回：まとめＩ
第９回：細菌の分子遺伝
第10回：DNA の取り扱い
第11回：遺伝子工学
第12回：染色体・ゲノム
第13回：RNA の役割
第14回：まとめ II
講義内容は必要に応じて変更することがある。

名

遺伝学

秀明

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
遺伝を司る物質の構造，機能を中心に解説する。
《授業の到達目標》
遺伝現象の分子メカニズムを解明する過程で誕生した分子生物学
は，今日の生命科学研究を理解するための基盤となっている。本講
義では，分子生物学の基礎的事項が理解できることを目標としてい
る。

目

単位数
2単位

担当者
大鐘

潤

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
生物が自身の形質を次世代に伝える遺伝，および長い世代をかけ
て環境に適応させてきた進化について，遺伝因子を仮定した古典遺
伝学から，DNA 配列を基盤としたゲノム科学・分子生物学的観点
での分子遺伝学への橋渡しを中心とし，遺伝学の基礎について理解
することを目標とする。
《授業の概要》
様々な遺伝様式や遺伝現象の古典的・現代的解析法を中心に解説
するとともに，遺伝子と変異・発生・育種・病気・進化などとの関
係について基礎的な項目を概説する。
授業内容
第１回：ガイダンス、DNA/ 遺伝子の基礎
第２回：DNA：遺伝子とゲノムの遺伝暗号
第３回：古典遺伝学（メンデルの法則を中心に）
第４回：染色体から見た遺伝の基礎（連鎖と遺伝地図）
第５回：核型と染色体の挙動
第６回：DNA：化学構造，複製
第７回：DNA：変異，修復
第８回：遺伝子発現の分子遺伝学
第９回：遺伝子制御の分子機構
第10回：病気と遺伝学
第11回：集団遺伝学
第12回：進化
第13回：量的形質の遺伝学
第14回：まとめ

履修上の注意
『エッ
下に指定する参考書のうち，
『Essential 遺伝学3rd edition』
センシャル遺伝学・ゲノム科学（原著第7版）』を中心に他の参考
書からの必要事項を取り入れて，スライドを用いた講義を行う。
履修上の注意
専攻科目群を学ぶための基礎事項を講義するので、わからないま
まにせず、講義で使用するプリント等を利用してきちっと復習する
ことが必要である。
準備学習（予習・復習等）の内容
教科書の重要項目を選んで解説するので，講義前に教科書を一読
しておくこと
講義中と復習用に使用するプリントを用意するので、それを使っ
て復習を行うこと。
教科書
『基礎分子生物学
同人）

第４版』 田村隆明・村松正實

著（東京化学

参考書
特に定めない。

準備学習（予習・復習等）の内容
いずれかの参考書で授業の該当箇所を予習しておくこと。また，
講義資料は Oh-o! Meiji にて閲覧できるようにするので，講義で聞
き逃した箇所を中心に復習すること。
教科書
特に指定しない。
参考書
『Essential 遺伝学3rd edition』
D. L. ハートル /E. W. ジョーンズ
共著，布山喜章 / 石和貞男訳，培風館
『エッセンシャル遺伝学・ゲノム科学（原著第7版）』ダニエル・
L・ハートル、化学同人
『クロー遺伝学概説 原書第８版』J. F. クロー著，木村資生 / 太
田朋子共訳，培風館
『これだけは知っておきたい図解ジェネティクス』江島洋介著，オー
ム社

成績評価の方法
試験により評価する。レポートなどの課題を課した場合は，試験
（80％），レポート等（20％）とする。

成績評価の方法
平常点30％（授業中に３回程度行う小テスト），期末試験70％で
評価する。

その他
細胞情報制御学研究室（５号館４階４０７号室）

その他
オフィスアワーは別途指示する。
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科目ナンバー：(AG)BIO231J
科

目

名

細胞生物学
（生命）

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)BCH121J
担当者
吉田

科

授業内容
第１回：細胞とは
第２回：細胞の化学成分とエネルギー
第３回：タンパク質の構造と機能
第４回：DNA と染色体
第５回：DNA 複製と修復
第６回：DNA からタンパク質へ
第７回：遺伝子発現の調節
第８回：遺伝子とゲノムの進化
第９回：膜の構造
第１０回：膜を横切る輸送
第１１回：細胞内区画とタンパク質の輸送
第１２回：細胞のシグナル伝達
第１３回：細胞骨格・細胞周期
第１４回（ａモジュール）：組織の成り立ち・幹細胞・がん

履修上の注意
授業の前後，指定された教科書の該当箇所を通読し，理解を深め
ておくこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業内容を振り返り，不明な部分があれば授業後に質問すること。
また，次の回の内容について教科書に目を通しておくこと。
教科書
『Essential 細胞生物学 原書第５版』 B. Alberts 他
子・松原謙一・榊佳之・水島昇 監訳（南江堂）

著

中村桂

参考書
特に定めない。

名

生物有機化学
（生命）

健一

授業の概要・到達目標
細胞生物学では，細胞の構造と機能の理解を通して，生命科学を
学ぶうえで必要な基礎的概念の習得を目指す。この講義では，1）
細胞内の分子であるタンパク質，DNA および RNA が共同して一
つの生命系を維持する基本機構の理解，2）膜を利用した輸送経路
とエネルギー生産，3）細胞が動き，刺激に応答し，成長するメカ
ニズムとは，等について動物細胞を中心に講述する。
生物学の基礎知識を持つ大学生が，より専門性の高い講義を学習
することで，細胞生物学の真髄を理解することを目指す。本講義で
は原核細胞と真核細胞との比較を念頭に置いて講義を進め，２年時
以降の専門科目を学ぶ上での知識獲得を目標とする。

目

単位数
2単位

担当者
渡辺

寛人

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
この授業では生命現象を踏まえつつ，有機化合物の構造と性質，
および有機化学反応について，電子の動きを中心に解説を行う。
《授業の到達目標》
生命現象を支える諸反応は，細胞内外において起こる有機化学反
応であるといっても過言ではない。この授業では，生命科学を学習・
研究するための基礎となる基本的有機化合物の構造とそれが関わる
反応とについて理解することを目標とする。
授業内容
第１回：生命科学における有機化学の役割
第２回：原子の構造，共有結合と分子軌道
第３回：アルカン，化合物命名法，構造異性体，配座異性体
第４回：アルケン，幾何異性体，光学異性体
第５回：芳香族化合物，共鳴
第６回：化学反応と活性化エネルギー
第７回：アルカンのラジカル反応
第８回：アルケンの求電子付加反応
第９回：芳香族の求電子置換反応
第10回：ハロゲン化アルキルの求核置換反応，アルコール
第11回：カルボニル化合物の求核付加反応 （1）
第12回：カルボニル化合物の求核付加反応 （2）
第13回：カルボン酸，エーテル，エステル
第14回：アミン，アミド，複素環化合物・まとめ

履修上の注意
「化学要論」を履修していることが望ましい。
とくに，化学を苦手とする学生は「化学要論」を予め必ず履修す
ること。
準備学習（予習・復習等）の内容
参考書や授業中に配布する資料，Oh-o! Meiji システムに掲載され
る資料・練習問題等を活用して予習・復習を行い，不明な点があれ
ば質問すること。
教科書
特に指定しない。
参考書
『ハート基礎有機化学』秋葉・奥訳（培風館）
『ブルース有機化学概説』大船他監訳（化学同人）
『ビギナーズ有機化学』川端著（化学同人）
この他の参考書については，授業中に紹介する。

成績評価の方法
授業中に実施する小テスト（40％）、定期試験（60％）で評価する。

成績評価の方法
学期末試験のみで評価する。

その他
分子発生学研究室（６号館４階４１０Ａ号室）。オフィスアワーは特
に指定しないが，質問のための来室は随時受け付けます。

その他
生体機能物質学研究室（２号館４階2-401Ａ号室）
オフィスアワー：水曜日12：10〜12：50 質問したい場合は，こ
れ以外の時間帯でも遠慮なく来てほしい。
E-mail: hwata@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)BIO121J
科

目

名

生化学Ⅰ
（生体成分・酵素）

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)BIO111J
担当者
佐藤

科

授業内容
第１回：生化学の基礎
第２回：水の性質・ミネラル
第３回：化学反応と自由エネルギー
第４回：核酸
第５回：アミノ酸
第６回：タンパク質の構造
第７回：タンパク質
第８回：糖
第９回：脂質
第10回：酵素Ⅰ：基本的な性質
第11回：酵素Ⅱ：反応速度論1
第12回：酵素Ⅲ：反応速度論2
第13回：糖鎖生合成
第14回：まとめ

履修上の注意
講義は、パワーポイントを使用します、その際の資料は事前に
Oh-o! Meiji にて配布します。講義開始までに各自ダウンロードして
ください。対面時は資料を配布します。
準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業で使用する資料を事前にダウンロードし、予習をして
おくこと。また、毎授業後の復習を行うことで、理解度や知識の獲
得に貢献すると思います。
教科書
特に指定しません。資料を用いて授業を行います。

名

分子生物学
（生命）

伴

授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
生化学は、生体を構成する分子を科学的に理解し、その反応につ
いても化学から考察する学問である。本講義では、生化学を理解す
る上で基礎となる生体成分・酵素について解説する。講義内に小テ
ストを行う。
≪到達目標≫
生体成分や酵素は、生体における基本的な要素であり、特性や機
能を理解することは、生化学だけでなく生命科学において必須であ
る。本講義では、生体を構成する成分について機能や特性について
の基礎知識及び酵素の性質や機能について理解することを目標とす
る。

目

単位数
2単位

担当者
田中

博和

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
生物の遺伝的形質は遺伝子によって決定される。本講義では、遺
伝子がどのようなものであり、その中の情報がどのような仕組みで
発揮（発現）されるのかを理解することを目標とする。
《授業の概要》
遺伝子の働きについて、その構造や情報の単位、情報の発現など
を、図表を提示しながら解説する。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：細胞を構成する物質
第３回：遺伝子の性質
第４回：核酸の性質と機能
第５回：DNA 複製
第６回：ヌクレオチド鎖の中の情報
第７回：遺伝子情報の発現
第８回：遺伝子情報の転写機構
第９回：タンパク質の生合成
第10回：遺伝子が決めるタンパク質の構造と機能
第11回：遺伝子の働きの調節
第12回：遺伝子機能の撹乱
第13回：遺伝子組み換え
第14回：a: まとめ
講義内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意
生化学の基礎知識が必要となる。理解度を確認するために小テス
トを行うことがある。
準備学習（予習・復習等）の内容
必要な資料は授業時に配布する。授業後は配布資料と参考書で復
習して理解を深めることが望ましい。
教科書
特に定めない。
参考書
『ヴォート基礎生化学』田宮他・訳（東京化学同人）
『理系総合のための生命科学』東京大学生命科学教科書編集委員
会（羊土社）
『細胞の分子生物学』中村・松原監訳（南江堂）

参考書
ヴォート基礎生化学
ベインズ・ドミニチャク生化学
イラストレイテッド生化学
成績評価の方法
講義内における小テスト（30%）定期試験（70%）で評価を行う。
必要な場合はレポート課題を課します。

成績評価の方法
定期試験（70%）、小テストや授業への貢献度（30%）で評価する。

その他
電子メールにて質問は随時受け付けます。連絡先は、初回の講義
時に伝えます。

その他
植物発生制御学研究室（２号館４階402号室）
質問等は随時受け付ける。
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科目ナンバー：(AG)AGC121J
科

目

名

微生物学Ⅰ
（生命）

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)BIO221J
担当者
浜本

科

授業内容
第１回 a：イントロダクション（微生物とは）
第１回 b：微生物の基礎
第２回：原核微生物と真核微生物
第３回：微生物の分類
第４回：真正細菌の形態・分類
第５回：放線菌，古細菌の形態・分類
第６回：真菌類の形態・分類
第７回：酵母の形態・分類
第８回：バクテリオファージの形態・分類
第９回：原核細胞と真核細胞の構造・機能の違い
第10回：原核微生物の構造と機能
第11回：真核微生物の構造と機能
第12回：バクテリオファージの構造と機能
第13回：微生物の生理
第14回：a のみ：まとめ

名

生化学Ⅱ（動物代謝）

牧子

授業の概要・到達目標
微生物，特に生命科学分野において大切な真正細菌，放線菌，古
細菌，糸状菌，酵母，バクテリオファージの分類，形態，細胞構造
とその機能，栄養，生理，および生育について講述します。
通常肉眼では見ることのできない微生物は多種多様な生き物であ
り，地球上の物質循環や食品・医薬品などの物質生産において人間
生活に重要な役割を果たしています。一方，最新の生命科学研究に
欠かせないバイオテクノロジーは伝統的な微生物の研究を基盤に発
展してきました。本講義は，微生物とはどのような生き物か，どの
ような種類がいるのか，またどのようにして生命活動を営んでいる
のかなどの微生物に関する基礎知識を理解し，身に付けることを到
達目標とします。本講義は，２年次以降に学ぶ微生物学 II および
微生物工学を理解するための基礎となります。

目

単位数
2単位

担当者
後藤

芳邦

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標》
動物の体の中で食物や体内の貯蔵物質が、どのように「代謝」さ
れ、利用されるかを理解する。また、代謝反応は、動物の栄養・健
康状態によって変化することを理解する。
《授業の概要》
食物がエネルギーや生体高分子を形作る部品としてどのように利
用されるかを、動物の「代謝」反応を通して学ぶ。本講義では、特
に以下の２点に関して重点的に紹介する。
（１） 糖、脂質、蛋白質の代謝（異化及び同化）の意義と主な反応
（２） 飢餓、飽食状態における動物のエネルギー代謝反応
授業内容
第１回：講義全体の概要、成績評価の説明、代謝を学ぶ意義
第２回：エネルギー代謝概論
第３回：解糖系
第４回：クエン酸回路
第５回：電子伝達系と酸化的リン酸化反応
第６回：飢餓および飽食状態におけるエネルギー代謝
第７回：グリコーゲンの代謝
第８回：糖新生
第９回：脂肪酸の代謝
第１０回：ケトン体の生合成
第１１回：コレステロールの代謝
第１２回：アミノ酸の代謝
第１３回：ペントースリン酸回路
第１４回：ヌクレオチドの代謝
（進捗状況により、項目の入れ替え、内容の変更などがある。）

履修上の注意
微生物学は生化学，分子生物学など幅広い分野と連携しながら発
展してきたものであるため，これら関連分野の同時履修が望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に参考書の該当箇所を読み，予習を行うこと。授業後は配付
プリントおよび参考書を用いて復習し，理解を深めること。不明な
部分があれば授業で質問すること。
教科書
特に定めません。プリントを配付します。
参考書
＊微生物の参考書
『Q & A で学ぶ やさしい微生物学』浜本哲郎・浜本牧子 著（講
談社）
『遺伝子・細胞から見た 応用微生物学』阪井康能他 編著（朝倉
書店）
『応用微生物学』塚越規弘 編（朝倉書店）
『応用微生物学 第２版』清水昌・堀之内末治 編（文永堂出版）
『ベーシックマスター微生物学』掘越弘毅 監修（オーム社）
＊微生物学を理解する上で必要な生化学の参考書
『ヴォート基礎生化学 第5版』田宮信雄他訳（東京化学同人）
成績評価の方法
授業中に実施する課題２０％，授業への参加度３０％，定期試験５０％
その他
微生物工学研究室（6号館3階301号室）

履修上の注意
（１） 高校までの「生物」の確認、（２）「生化学Ⅰ」と「細胞生物学」
の講義内容の復習が、本科目の学習には望まれる。講義では配布プ
リントを用い、重要な部分は板書するので、プリントをまとめるバ
インダーやノートを用意すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業の限られた時間では、広大な動物代謝の全ての領域をカバー
することはできない。配布資料や参考書を参考に、各回の予習、復
習を各自で実施し、理解を深めること。
教科書
講義テキストとしては使用しないが、参考書を一冊購入すること
を強く勧める。
参考書
詳解 生化学 ―BIOCHEMISTRY― 京都廣川書店
リッピンコット生化学 丸善出版
THE CELL 細胞の分子生物学 ニュートンプレス
成績評価の方法
平常点（指名時の受け答え、授業内の小テスト、レポートなど）
30%、定期試験の成績70% を基本として総合的に評価する。評価方
法については、講義中に確認する。
その他
本講義に関する質問、発展学習の相談等は授業の前後又はメール
等を介して、受け付ける。
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科目ナンバー：(AG)BIO221J
科

目

名

生化学 Ⅲ（植物代謝）

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)CBI268J
担当者
宮田

科

授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：植物とは何か？・葉緑体の起源
第３回：植物の細胞・構造・物質輸送
第４回：一次代謝と二次代謝
第５回：光合成 I：光反応と炭素固定反応・でんぷんの合成
第６回：光合成 II：光呼吸・C4植物・CAM 植物
第７回：光合成 III：環境による変化・光合成まとめ
第８回：呼吸
第９回：植物が持つ多様な代謝系
第10回：二次代謝産物と防御応答
第11回：無機イオンの代謝
第12回：窒素代謝
第13回：植物代謝系の利用
第14回：総括
* 講義内容は状況に応じて変更することがある。

名

バイオインフォマティクス入門

佳奈

授業の概要・到達目標
＜授業の概要＞
植物には、動物には存在しない特有の代謝系が多数存在する。本
講義では、特に高等植物について、光合成や呼吸をはじめとする様々
な代謝系について学び、地球の環境を支えている植物についての理
解を深める。
＜到達目標＞
植物が持つ代謝系について幅広く理解し、受講者が将来、農学・
植物科学分野で国際的に活躍するにあたり、必要な基礎知識を十分
に身に着けることを目標とする。

目

単位数
2単位

担当者
越水

静

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
バイオインフォマティクスは，生物学分野の大規模情報を解析す
るために欠かすことのできない学問である。特に，近年，多くの生
物種のゲノム解読や分子生物学実験のハイスループット化が進展し
ており，Web 上に多様なオミックス情報が蓄積し続けている。こ
れら大規模情報に対してコンピューターを積極的に活用し有用情報
を抽出・解析することにより，新たな生物学的知見を引き出し得る。
この授業では，大規模情報を取り扱うために必要となるコンピュー
ター・スキルの習得と解析手法を理解することを目標とする。
《授業の概要》
コンピューターを用いた大規模情報解析手法，特に，Perl など
のコンピューター言語，統計解析手法，Web データベースなどの
利用法を解説する。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：Web データベースとオミックス・データ
第３回：生物学分野での大規模情報
第４回：コンピューターと大規模解析
第５回：プログラムによる DNA 配列解析
第６回：モチーフなどの配列探索手法
第７回：繰り返しを伴う大規模解析手法
第８回：データベースからの配列の取得方法
第９回：大規模解析のためのプログラム
第10回：ゲノム配列情報の利用法
第11回：トランスクリプトーム情報の利用法
第12回：メタボローム情報の利用法
第13回：効率的な解析方法の構築
第14回 a：まとめ

履修上の注意
授業で触れる内容はあくまでエッセンスであり、興味がある部分
は自分でさらに詳しく調べ、学習を深めること。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎週、前回の授業を復習する機会を提供する。先週学んだことを
再確認してから授業に臨むことが望ましい。
教科書
特に指定しない。スライドを用いた授業を行う。

履修上の注意
遺伝学，分子生物学などの基礎知識を学習しておくことが望まし
い。また，USB メモリスティックを持参すること。

参考書
『テイツ / ザイガー植物生理学 第3版』L・テイツ・E・ザイガー
編（培風館）
『テイツ / ザイガー植物生理学・発生学 原著第6版』L・テイツ
/E・ザイガー/I・M モーラー/A・マーフィー編（講談社）
『図説生物学３０講 植物編4 光合成と呼吸』大森正之 著（朝
倉書店）
『図説生物学３０講 植物編5 代謝と生合成』芦原担・加藤美砂
子著（朝倉書店）
これ以外の文献に関しては、スライドで出典を明示する。

準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の準備学習として、レポート課題を期限内に提出するととも
に、受講済みの講義内容（配付資料、参考書等）を閲覧し、コンピュー
ター操作法・解析法を習得すること。

成績評価の方法
小テスト、レポートを含む授業への参加度（50%）および期末試
験（50%）により評価する。

成績評価の方法
毎回のレポート課題を期限内に提出すること。レポート課題を
30％，平常点20％，定期試験50％で評価する。

その他
質問は随時受け付けます。
連絡先：kanamiyata ＠ meiji.ac.jp
@ を小文字に変えてください。
研究室：環境応答植物学研究室（5号館1階5-107号室）

その他
研究室：バイオインフォマティクス研究室（６号館３階６－３０６
号室）

教科書
特に定めない。
参考書
『新版 Perl 言語プログラミングレッスン入門編』結城浩著（ソフ
トバンククリエイティブ）
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科目ナンバー：(AG)INS915J
科

目

名

インターンシップ
（生命）

科目ナンバー：(AG)BBI241J

単位数

担当者

科

1単位

生命科学科
教員

授業の概要・到達目標
物事に取り組む姿勢を学び、将来の生き方、社会での実務に対す
る意識を高めるとともに、学問に対する関心を高めることを目的と
する。このため、学外における企業研修（インターンシップ）に参
加し、大学の講義や実験・実習のみでは身につけることの出来ない
事柄を、体験を通して学ぶ。この科目は、学外の企業・公的機関等
で行う実習と報告会をその内容とする。
授業内容
＜ガイダンス＞
インターンシップに関する説明、および実習の心構えなどについ
て説明する。
＜学外実習＞
1）実習希望者が実習先を決定
2）書類審査等により、単位認定の可否を決定
3）実習への参加
4）実習記録の提出
実習レポートの提出（実習者本人）
実習受け入れ実施報告書の提出（実習先担当者）
＜実習報告会＞
各自の実習についてプレゼンテーション資料等を作成し、報告す
る。

履修上の注意
・必ずガイダンスに参加する。
・指定された期日までに実習参加届けを提出する。
・実習先は、全学版インターンシップあるいは農学部に依頼があっ
た企業等とする。
・実習期間は、実働5日間以上とする。
・単位認定の対象にならなかった場合、ならびに実習先が見つから
なかった場合は、履修取り消しを認める。
・実習は夏季あるいは春季休業期間中に行う。春休み期間に実習を
行う場合は、次年度の履修科目とする。
・配当学年は1〜3年、1年に1回、3単位を上限とする。
準備学習（予習・復習等）の内容
実習先の社会的役割、目的、業務内容などを事前に把握する。
実習を通して考えたこと、身につけたことを、大学における学習、
研究室活動等にフィードバックする意識を持つ。

目

名

単位数

動物生理学Ⅰ

2単位

担当者
中村

孝博

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
ヒトを含む哺乳類を中心とした高等動物における各種生体機能に
ついて，機能別に詳説する。また，動物の生殖に関する生理現象に
ついても解説する。
《授業の到達目標》
動物生理学Ⅱとあわせ，「生体の機能調節機構」について理解す
ることを最終目標とする。そのために本講義では，各器官の役割に
ついて深く理解する。各項目の到達目標は講義内に示す。
授業内容
第1回：イントロダクション
第2回：細胞の基本構造・機能と組織
第3回：血液
第4回：循環系Ⅰ（心臓の機能）
第5回：循環系Ⅱ（刺激伝導系）
第6回：循環系Ⅲ（血液系とリンパ系）
第7回：呼吸系Ⅰ（呼吸生理の基礎）
第8回：呼吸系Ⅱ（呼吸調節）
第9回：消化と吸収Ⅰ（消化液の分泌）
第10回：消化と吸収Ⅱ（消化管の運動と吸収）
第11回：排泄系Ⅰ（腎臓の機能）
第12回：排泄系Ⅱ（尿の生成と排泄）
第13回：生殖の生理Ⅰ（性周期とホルモン）
第14回：生殖の生理Ⅱ（生殖器の機能と受精～妊娠・分娩）

履修上の注意
１年次に履修可能な生命科学科目の内容を十分に理解しているこ
とが望ましい。講義では配布プリントを用い，重要な部分は板書す
るので，プリントをまとめるバインダーやノートを用意すること。
また，生理学への理解を深めるために，秋学期に設定されている動
物生理学Ⅱとのセット履修を推奨している。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業後は，各項目で設定されている到達目標を達成できたかを各
自で確認し、達成するまで参考書等を用い復習すること。

教科書
実習先で紹介・指定される可能性がある。

教科書
講義テキストとしては使用しないが，参考書を一冊購入すること
を強く勧める。

参考書
実習先で紹介・指定される可能性がある。

参考書
シンプル生理学（南江堂）
標準生理学（医学書院）

成績評価の方法
実習レポート（30％）、実習受け入れ実施報告書（40％）、報告会
の発表（30％）

成績評価の方法
平常点（指名時の受け答え，授業内の小テスト，レポートなど）
30%，定期試験の成績70% を基本として総合的に評価する。評価方
法については、講義中に確認する。

その他
不明な点は農学部事務室、または担当教員（就職担当教員、カリ
キュラム担当教員、学科長）に問い合わせること。

その他
講義に関する質問は動物生理学研究室（5号館4階 5-405室）で
受け付けます。オフィスアワーは別途連絡します。
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科目ナンバー：(AG)BBI241J
科

目

名

単位数

動物生理学Ⅱ

2単位

科目ナンバー：(AG)BBI291J
担当者
中村

科

授業内容
第1回：イントロダクション及び遺伝子の基本構造・機能、遺伝子
発現（セントラルドグマ）
第2回：内分泌系Ⅰ（ホルモンの基礎）
第3回：内分泌系Ⅱ（各ホルモンの働きⅠ）
第4回：内分泌系Ⅲ（各ホルモンの働きⅡ）
第5回：概日リズムの生理学
第6回：神経系Ⅰ（中枢神経系・末梢神経系Ⅰ）
第7回：神経系Ⅱ（中枢神経系・末梢神経系Ⅱ）
第8回：神経系Ⅲ（ニューロンの構造・機能と伝導）
第9回：神経系Ⅳ（シナプス伝達と神経ネットワーク）
第10回：感覚系Ⅰ（感覚の一般的性質）
第11回：感覚系Ⅱ（体性感覚・内臓感覚）
第12回：感覚系Ⅲ（特殊感覚）
第13回：筋収縮機構
第14回：生体の機能調節（体温調節，血糖調節）

履修上の注意
動物生理学 I の内容を理解していることを前提として講義を進め
るため，動物生理学 I とのセット履修を強く勧める。講義では配布
プリントを用い，重要な部分は板書するので，プリントをまとめる
バインダーやノートを用意すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業後は，各項目で設定されている到達目標を達成できたかを各
自で確認し，達成するまで参考書等を用い復習すること。
教科書
講義テキストとしては使用しないが，参考書を一冊購入すること
を強く勧める。
参考書
シンプル生理学（南江堂）
インテグレーテッドシリーズ生理学（東京化学同人）
標準生理学（医学書院）
成績評価の方法
平常点（指名時の受け答え，授業内の小テスト，レポートなど）
30%，定期試験の成績70% を基本として総合的に評価する。評価方
法については、講義中に確認する。
その他
講義に関する質問は動物生理学研究室（5号館4階 5-405室）で
受け付けます。オフィスアワーは別途連絡します。

名

生殖生物学

孝博

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
生体機能の中でも統合生理機能を担う神経系・内分泌系について
の講義を行う。前半では復習も兼ね生理学領域で必要な遺伝情報の
発現・発現調節・転写翻訳についての知識を再確認し，統合生理機
能を理解するうえで重要な概日リズム機構について概説する。その
後，内分泌系・神経系について詳説する。最終的に分子レベルから
生体の機能調節機構を理解するための知識や考え方について解説す
る。
《授業の達成目標》
「生体の機能調節機構を分子・細胞レベルから説明できる」こと
を目標とする。動物生理学 I で理解した各器官の生理機能について
個体として機能するための調節の仕組みを，細胞間及び細胞内にお
ける生体分子の相互作用と，分子情報の流れという視点から再構築
する。

目

単位数

担当者

2単位

長嶋比呂志

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
我々人類も動物の中の一種族であるという原点に立ち，生殖を通
じた動物の理解を目標とする。
《授業の概要》
有性生殖を営む動物の生殖細胞の形成・受精・発生過程，哺乳動
物における着床・胎仔発育・性行動などを取り上げ，その機構や特
徴などを解説するとともに，生物学的解釈について講義する。さら
に，動物生殖の人為的操作の技術内容・意義・応用・課題・展望等
について学ぶ。
授業内容
第１回 a：イントロダクション
b：個体発生のはじまりを探る
第２回：人工生殖技術と生殖の人為的操作
第３回：人工生殖技術の応用と社会との接点
第４回：生殖細胞の形成（卵子形成）
第５回：生殖細胞の形成（精子形成）
第６回：精巣の構造と精子生産
第７回：精子の形態と機能
第８回：雌性生殖器の形態と機能
第９回：減数分裂と生殖細胞の多様性
第10回：受精と卵子の変化
第11回：胚の初期発生
第12回：着床、胎子発育、胎生機構における胎盤の意義
第13回：性周期と性行動
第14回 a：総括（講義全体のまとめ、試験問題の傾向と学習ポイント）

履修上の注意
発生工学を履修する学生は本科目も履修することが望ましい。
授業中に参考となる文献やウェブ上の URL を紹介するするので，
それらを参照して授業の準備や理解の深化を行うことが学生に期待
されている。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で紹介した問題について文献等で調べ、理解を深めること。
復習として、教科書の当該箇所を読むこと。
教科書
『繁殖生物学』 日本繁殖生物学会編 （インターズー）
参考書
『哺乳類の生殖生物学』高橋迪雄（学窓社）
『動物生殖学』佐藤英明（朝倉書店）
『新繁殖学辞典』家畜繁殖学会編（文永堂出版）
成績評価の方法
定期試験によって評価する。
授業中の小テスト，発表等の結果を加味する場合もある。
その他
発生工学研究室（５号館４階406号室）
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科目ナンバー：(AG)BBI231J
科

目

名

単位数

生体機構学Ⅰ

2単位

科目ナンバー：(AG)BBI231J
担当者
長竹

科

貴広

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
免疫学において基本となる用語や基礎知識を解説する。
《授業の到達目標》
免疫担当細胞の種類や機能 , リンパ組織の構造や機能について学
び , 免疫反応の仕組みの基礎を理解し説明できるようになることを
目標とする。
授業内容
第１回：免疫学序論
第２回：胸腺の構造と機能 , T 細胞分化の仕組み
第３回：抗原のプロセッシングと抗原提示
第４回：B 細胞分化の仕組み , 抗体の構造と機能
第５回：獲得免疫系
第６回：自然免疫系
第７回：細胞動態
第８回：粘膜免疫機構
第９回：リンパ組織構築の分子機構
第10回：ワクチン
第11回：アレルギー
第12回：免疫を制御する環境因子（食品成分やその代謝物）
第13回：免疫を制御する環境因子（腸内細菌）
第14回：まとめ

目

名

単位数

生体機構学Ⅱ

2単位

担当者
長竹

貴広

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
動物の体を構成する様々な細胞 , 組織 , 器官の構造を機能とともに
解説し , 免疫疾患との関連を含めて解説する。
《授業の到達目標》
構造の形態と名称を覚え , 機能を説明できるようになることを目
標とする。
授業内容
第１回：解剖学用語
第２回：細胞と組織
第３回：骨格系
第４回：消化器系１（口腔 , 咽頭 , 食道）
第５回：消化器系２（胃）
第６回：消化器系３（小腸）
第７回：消化器系４（大腸）
第８回：消化器系５（肝臓 , 膵臓）
第９回：呼吸器系
第10回：涙器系
第11回：脈管系（血管系 , リンパ管系）
第12回：泌尿器系
第13回：皮膚
第14回：まとめ

履修上の注意
積極的に質問し理解を深めること。生体機構学 II とは独立した
内容だが , 合わせて履修することが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で紹介した内容については参考書等で復習しておくこと。

履修上の注意
積極的に質問し理解を深めること。生体機構学 I とは独立した内
容だが , 合わせて履修することが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で紹介した内容については参考書等で復習しておくこと。

教科書
指定しない。

教科書
指定しない。

参考書
指定しないが参考書の例をあげる。
『免疫系のしくみ - 免疫学入門 -』大澤利昭 訳（東京化学同人）
『新 T 細胞のイムノバイオロジー』小安重夫（羊土社）
『粘膜免疫 腸は免疫の司令塔』清野宏 , 石川博通 , 名倉宏 編集（中
山書店）

参考書
指定しないが参考書の例をあげる。
『機能を中心とした図説 組織学』澤田元 , 依藤宏 , 大野伸一 , 佐々
木克典 訳（医学書院）
『からだの構造と機能』三木明徳 , 井上貴央 監訳（西村書店）

成績評価の方法
学期末試験のみで評価する。

成績評価の方法
学期末試験のみで評価する。

その他
生体機構学研究室（５号館４階４０１号室）
オフィスアワーは設けないが , 質問したい場合は遠慮なく来てほ
しい。

その他
生体機構学研究室（５号館４階４０１号室）
オフィスアワーは設けないが , 質問したい場合は遠慮なく来てほ
しい。
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科目ナンバー：(AG)CBI211J
科

目

名

生体防御学

科目ナンバー：(AG)CBI211J

単位数

担当者

科

2単位

河野菜摘子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
動物の生体防御について基本的なしくみを理解することを目的と
します。
《授業の概要》
私たちの体内には，一生を通じて非自己生物・物質が頻繁に侵入
してきます。生体防御システムによって，これらが速やかに取り除
かれることで生体恒常性が維持され，そのシステムが破綻すると健
康を保つことが難しくなります。授業では様々な動物の生体防御シ
ステムを知ると同時に，免疫学が発達してきた背景を学びます。後
半では，身近に感じられる免疫システムに着目して解説します。

目

名

生体制御学

単位数

担当者

2単位

河野菜摘子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
動物の生体形成の基本的なしくみを理解し，体の調節機構に関す
る最新のメカニズムを学ぶことを目的とします。
《授業の概要》
動物は受精卵から始まり，卵割，細胞分裂，組織・器官形成を経
て個体発生します。その仕組みは精密かつ正確に制御されています。
授業では個体形成の仕組みを疾患，ミュータントなどの事例をもと
に解説します。後半では，より複雑な制御を受ける感覚器の仕組み
を学び，最近注目されている再生医療についても言及します。

授業内容
第１回：生体防御とは
第２回：生体防御の進化（自然免疫）
第３回：生体防御の進化（獲得免疫）
第４回：免疫学誕生の歴史
第５回：非自己認識システム
第６回：抗体産生理論
第７回：記憶する免疫
第８回：自分を攻撃しないしくみ
第９回：アレルギー疾患
第10回：免疫学の新しい課題
第11回：免疫寛容システム（共生細菌）
第12回：免疫寛容システム（経口免疫寛容）
第13回：免疫寛容システム（体内受精・妊娠）
第14回：a：総括、b：定期試験

授業内容
第１回：a：イントロダクション（生体制御とは）、b：文献の調べ
方について
第２回：受精
第３回：初期発生
第４回：遺伝子発現のエピジェネティック制御
第５回：体軸形成
第６回：後期発生
第７回：性決定
第８回：四肢形成
第９回：発生とがん
第10回：再生医療の展開
第11回：感覚器（目）
第12回：感覚器（鼻）
第13回：感覚器（耳）
第14回：a：総括、b：定期試験

履修上の注意
授業は主にパワーポイントを用いて行い，資料は Oh-o! Meiji に
て配布します。授業開始までに各自ダウンロードし、印刷等してお
いてください。

履修上の注意
授業は主にパワーポイントを用いて行い，資料は Oh-o! Meiji に
て配布します。授業開始までに各自ダウンロードし、印刷等してお
いてください。

準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業で使用する資料を事前にダウンロードし、教科書等で
調べておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業内容について、Oh-o! Meiji よりダウンロードした資料
をもとに教科書や文献等で調べておくこと。

教科書
特に定めません。

教科書
特に定めません。

参考書
特に定めません。

参考書
特に定めません。

成績評価の方法
定期試験（100%）にて評価します。毎回出席を取り，欠席回数
が5回以上の場合，受験資格を失うことがあります。

成績評価の方法
定期試験（100%）にて評価します。毎回出席を取り，欠席回数
が5回以上の場合，受験資格を失うことがあります。

その他
質問のための来室は随時受付けます。（2号館4階405号室）

その他
質問のための来室は随時受付けます。（2号館4階405号室）
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科目ナンバー：(AG)BBI291J
科

目

名

単位数

動物栄養学Ⅰ

2単位

科目ナンバー：(AG)BBI291J
担当者
浅沼

科

成人

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
動物栄養学では，ヒトも含めた動物全般の栄養に関する基本的な
事柄を扱う。内容としては，食べたものが体内でどのように代謝・
利用され，生命活動にどう役立つかを説明する。これは，一般的な
生命現象だけでなく，特にヒトやペット動物の場合は健康との関連
が重要であり，家畜の場合はタンパク食料の生産との関連が重要で
ある。栄養学 I では，栄養学の基本的な事項を学び，腸内細菌との
関わり合いについて学習する。
《授業の到達目標》
動物栄養学 I では，栄養素の特性を知り，それらを摂取すること
による健康効果を学ぶ。さらに、それらがどのように消化・吸収さ
れるかを学習する。また，消化管に生息する腸内細菌と宿主動物と
の関わり合い，特に腸管免疫系の発動，について学習し，腸内細菌
による健康効果を知る。
授業内容
第１回：栄養学の概要、主要栄養素の栄養効果
第２回：代謝熱力学
第３回：主要栄養素（炭水化物，たんぱく質，脂質）の生理作用
第４回：微量栄養素（ビタミン，ミネラル）の生理作用
第５回：消化管の構造と機能
第６回：炭水化物の消化と吸収
第７回：たんぱく質の消化と吸収
第８回：腸内細菌とヒトとの関わり合い
第9回：腸内細菌による有益物質の生成
第10回：腸内細菌による有害物質の生成
第11回：腸内細菌による発癌抑制
第12回：腸粘膜免疫系
第13回：腸内細菌による免疫制御
第14回：腸内細菌による健康効果のまとめ
履修上の注意
生命科学科カリキュラムの生化学 I および II，微生物学 I および
II，動物生理学 I および II，生体機構学 I および II の単位を修得し
ていることを履修条件とする。また、秋学期開講の動物栄養学 II
とのセット履修を前提として講義を進めていくので、動物栄養学 I
だけの単独履修については、認めない。これまでに学習した教科を
複合的に取り扱うので，4年生時での履修が望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
ノートをしっかりとり，毎回の講義に持参すること。予習として
は、ノートを見直し、前回までの講義内容について頭に入れておく
こと。復習としては、講義時のメモノートの内容を整理し、内容を
確認しながら、清書版のノートを再作成すること。不明な参考用語
等については、辞書等で調べること。講義内で紹介した問題につい
て文献等で調べること。
教科書
指定無し。特に購入する必要はないが、栄養、ダイエット、腸内
細菌、発酵食品、免疫、アレルギー等を取り扱う書籍を積極的に目
を通すことを要求する。また、上記のキーワードを特集した雑誌、
TV 番組、web page 等にも関心を持ち、チェックすることを心が
ける。
参考書
・「ヴォート基礎生化学」 出版社名（東京化学同人）
・履修上の注意の項で述べた教科の受講時に作成した講義ノート、
関連書籍
成績評価の方法
成績は，試験（７０％）および平常点（３０％）で評価する。平常点
は、講義内でのディスカッションやレポートなどの様子で評価する。
その他
オフィスアワーは別途指示します。

目

名

単位数

動物栄養学Ⅱ

2単位

担当者
浅沼

成人

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
動物栄養学 I の続きとして，メタボリックシンドローム、動脈硬
化などの成人病について分子レベルで学習する。また、これらの病
気と腸内細菌との関わり合いについて学び、病気の予防法について
考える。更に、美容皮膚科学について学び、皮膚の知識を深めると
共に、栄養学的観点から美容面への応用を考察する。
《授業の達成目標》
動物栄養学 II では、動物栄養学 I で学んだ腸内細菌と宿主の共生
関係の基本事項を発展させ、より専門的な知識を身につける事を目
標とする。また、皮膚科学の知識を深め、美容や理容方面に役立て
る。
授業内容
第1回：運動と栄養代謝
第2回：脂肪の消化・吸収
第3回：肥満の分子生物学
第4回：腸内細菌とメタボリックシンドローム
第5回：腸管循環と胆汁酸
第6回：休養とストレス
第7回：腸内細菌とストレス
第8回：動脈硬化の分子生物学
第9回：美容皮膚科学その１ 皮膚科学の基礎
第10回：美容皮膚科学その２ 皮膚の保湿とバリア機能
第11回：美容皮膚科学その３ 肌の老化
第12回：美容皮膚科学その４ 紫外線からの皮膚防御
第13回：美容皮膚科学その５ 美白効果
第14回：美容皮膚科学その６ ニキビができるメカニズム

履修上の注意
動物栄養学 I の単位を修得していることを履修条件とする。
準備学習（予習・復習等）の内容
ノートをしっかりとり，毎回の講義に持参すること。予習として
は、ノートを見直し、前回までの講義内容について頭に入れておく
こと。復習としては、講義時のメモノートの内容を整理し、内容を
確認しながら、清書版のノートを再作成すること。不明な参考用語
等については、辞書等で調べること。講義内で紹介した問題につい
て文献等で調べること。
教科書
指定無し。特に購入する必要はないが、栄養、ダイエット、腸内
細菌、発酵食品、免疫、アレルギー、美容、肌等を取り扱う書籍を
積極的に目を通すことを要求する。また、上記のキーワードを特集
した雑誌、TV 番組、web page 等にも関心を持ち、チェックする
ことを心がける。
参考書
・「ヴォート基礎生化学」 出版社名（東京化学同人）
・履修上の注意の項で述べた教科の受講時に作成した講義ノート、
参考図書
・動物栄養学 I の講義ノート
成績評価の方法
成績は，試験（７０％）および平常点（３０％）で評価する。平常点
は、講義内でのディスカッションやレポートなどで評価する。
その他
オフィスアワーは別途指示します。
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科目ナンバー：(AG)CBI231J
科

目

発生工学

名

科目ナンバー：(AG)BIO241J

単位数

担当者

科

2単位

長嶋比呂志

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
ヒトを含む哺乳動物の生殖システムは，発生工学の適用によって
劇的に変化している。その現状と未来像について，最新の情報を提
供するだけでなく，学生自らが考察する機会を与えることが目標で
ある。
《授業の概要》
哺乳動物の生殖プロセスの人為的操作・改変によって行われる動
物生産の効率化や，クローニングのような全く新しい概念に基づく
動物生殖技術の内容と課題について講義する。
授業内容
第１回 a：イントロダクション
b：発生工学の応用と社会との接点
第２回 a：クローン動物について
b：古典的クローニングと受精卵クローニング
第３回 a：体細胞クローニング（体細胞核移植の技術内容と生物学
的意義）
b：クローン動物の作出は細胞分化の安定性・初期化への抵
抗との戦い
第４回 a：体細胞クローン動物の応用（再生医療や高付加価値動物
の生産への応用事例）
b：体細胞クローニングの課題（テロメア長やゲノムインプ
リンティングパターンの変化，ヘテロプラスミー他）
第５回：クローン人間について考える
第６回：発生工学の基盤技術（卵の体外成熟、初期胚の培養，体外
受精、人工授精，胚移植他）
第７回：補助生殖技術（ART）と不妊治療
第８回：発生工学技術と生命倫理（ART と再生医学の接点）
第９回：発 生工学技術と生命倫理（臓器再生、異種移植、Therapeutic cloning、Reproductive cloning 他）
第10回：キメラ動物（キメラ動物とは？その生物学的意義と応用）
第11回：多能性幹細胞（ES 細胞、iPS 細胞 の成り立ちと応用）
第12回：遺伝子改変動物（技術的側面）
第13回：遺伝子改変動物（遺伝子改変動物の応用と課題）
第14回 a：総括（講義全体のまとめ、試験問題の傾向と学習ポイント）
履修上の注意
履修前提科目：生殖生物学の履修が望ましい。
授業中に参考となる文献やウェブ上の URL を紹介するするので，
それらを参照して授業の準備や理解の深化を行うことが学生に期待
されている。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で紹介した問題について、参考書や文献等で調べること。
復習として、参考書等の当該箇所を読むこと。
教科書
特に指定しない。
参考書
『動物の人工生殖』長嶋比呂志（裳華房）
『動物発生工学』岩倉洋一郎他 編（朝倉書店）
『発生工学のすすめ』中辻憲夫（羊土者）
『最新 発生工学総論』入谷明（裳華房）

目

名

分子発生学

単位数
2単位

担当者
吉田

健一

授業の概要・到達目標
本講義では，発生学の歴史を概観するとともに，主要なモデル生
物の胚発生について個体発生と系統発生の観点から講述する。具体
的には，１）一個の受精卵から出発し，個体形成へと至る生物のボ
ディープランとは何か，またそれはどのようにして明らかにされた
か，２）シグナルはいかにしてパターンを形成するのか，３）細胞
分化を決定する因子の作用メカニズムとは，等について講述する。
本講義の到達目標は以下の２点である。１）モデル生物の胚発生
を比較横断的に理解することで，発生を分子レベルで理解するため
の知識を身に付ける。また，２）動物の発生機構を集団レベルで理
解することで，種分化すなわち進化を理解するための素養を身に付
ける。
授業内容
第１回 a：分子発生学とは（イントロダクション）
第２回：体をつくるためのプログラムと共通の遺伝子セット （１）
第３回：体をつくるためのプログラムと共通の遺伝子セット （２）
第４回：動物とは （１）
第５回：動物とは （２）
第６回：個体発生と系統発生をつなぐモデル
第７回：発生と進化
第８回：発生と分化
第９回：キイロショウジョウバエの胚発生 （１）
第１０回：キイロショウジョウバエの胚発生 （２）
第１１回：両生類の胚発生
第１２回：羊膜類の胚発生
第１３回：脊椎動物の器官形成 （１）
第１４回：脊椎動物の器官形成 （２）

履修上の注意
細胞生物学を履修し，動物細胞に関する基本事項の理解を深めて
おくことが強く望まれる。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業の前後，教科書と参考書の該当箇所を通読し，理解を深めて
おくこと。
教科書
『ウィルト発生生物学』 F. Wilt/S. Hake
子 / 八杉貞雄 監訳（東京化学同人）

著

赤坂甲治 / 大隅典

参考書
『ウォルパート発生生物学』 L. Wolpert/T. Cheryll 著 武田洋
幸 / 田村宏治 監訳（メディカル・サイエンス・インターナショナ
ル）

成績評価の方法
定期試験によって評価する。
授業中の小テスト，発表等の結果を加味する場合もある

成績評価の方法
授業中に実施する小テスト（40％）、定期試験（60％）で評価する。

その他
発生工学研究室（５号館４階406号室）

その他
分子発生学研究室（６号館４階４１０Ａ号室）。
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科目ナンバー：(AG)BIO221J
科

目

名

生体機能物質学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)BBI221J
担当者
渡辺

科

授業内容
第１回：生体機能と食品機能因子
第２回：生理活性脂質の構造と機能
第３回：脂質酸化の機構と関連疾患
第４回：生理活性ペプチドの構造と機能
第５回：食品機能因子の研究方法
第６回：腸管における物質透過機構
第７回：薬物代謝
第８回：腸管免疫と食品アレルギー
第９回：糖質の構造と機能
第10回：タンパク質の修飾と機能低下
第11回：活性酸素種と生体機能
第12回：抗酸化物質の構造と機能
第13回：変異原物質
第14回：味覚の情報伝達・まとめ

名

植物細胞生物学

寛人

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
おもに動物の生体機能について概説するとともにそれに関わる物
質について化学的側面と生物学的側面から解説を行う。
《授業の到達目標》
われわれが日常摂取する食品にはさまざまな生体機能を調節する
因子が含まれる。それら機能因子の構造と機能について理解するこ
とを目標とする。

目

単位数
2単位

担当者
吉本

光希

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
植物細胞の構造・機能・動態についての基本的知識・理解を得る。
オルガネラ機能、さらにオルガネラの相互作用による植物の高次機
能発現を理解する。
《授業の概要》
大地に根を張り移動することのできない植物は，動物，微生物に
はみられない独自の機能を進化させてきた。本講義では，複雑で多
様な植物の高次機能をオルガネラの構造・動態・機能の視点から解
説する。
授業内容
第１回：植物の機能特性
第２回：葉緑体機能と植物の高次機能発現
第３回：ミトコンドリア機能と植物の高次機能発現
第４回：ペルオキシソーム機能と植物の高次機能発現
第５回：液胞機能と植物の高次機能発現
第６回：植物機能に必須なタンパク質の選別輸送
第７回：小胞輸送による植物の機能制御 （１） 液胞へのターゲティ
ングと分泌
第８回：小胞輸送による植物の機能制御 （２） ゴルジ体でのタンパ
ク質の修飾
第９回：小胞輸送による植物の機能制御 （３） エンドサイトーシス
第10回：植物細胞の機能発現における細胞骨格
第11回：細胞内分解系による生体制御（１）ユビキチン－プロテアソー
ム系
第12回：細胞内分解系による生体制御 （２） オートファジー
第13回：オルガネラ機能制御による植物バイオテクノロジー
第14回： a のみ：まとめ

履修上の注意
必要な資料は授業時に配布する。授業後は配布プリントと下記の
参考書で復習して理解を深めることが望ましい。

履修上の注意
生化学 , 有機化学の基礎知識を身につけておくことが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
参考書や授業中に配布する資料等を活用して予習・復習を行い，
不明な点があれば質問すること。
教科書
特に指定しない。
参考書
『食と健康』村上・森光編（丸善）
他の参考書については，授業中に紹介する。

準備学習（予習・復習等）の内容
前回の講義の理解を確かめるための小テストを行う場合がある。
配布プリントと下記の参考書で復習しておくことが望ましい。
教科書
特に指定しない。下記の参考書で理解を深めることを勧める。
参考書
『植物の生化学・分子生物学』
Bob B. Buchanan 他 編集（杉山達夫
監修、岡田清孝 他 監訳）（学会出版センター）
『細胞工学』[/b] 別冊、植物細胞工学シリーズ17、[b]『植物オルガネ
ラの分化と多様性』西村いくこ 他 監修（秀潤社）
『ユビキチン - プロテアソーム系とオートファジー』田中啓二・大
隅良典 編集（共立出版）
他

成績評価の方法
学期末試験のみで評価する。

成績評価の方法
小テスト・レポート・授業への参加度（30%）および期末試験（70%）
により評価する。

その他
生体機能物質学研究室（２号館４階2-401Ａ号室）
オフィスアワー：水曜日12：10〜12：50 質問したい場合は，こ
れ以外の時間帯でも遠慮なく来てほしい。
E-mail: hwata@meiji.ac.jp

その他
生命科学科環境応答生物学研究室（２号館４階406A 室）
質問などは随時受け付ける。
E-mail：kohki_yoshimoto@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)BBI211J
科

目

名

植物環境生理学

科目ナンバー：(AG)BBI221J

単位数
2単位

担当者
川上

科

直人

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
植物が環境を感知して応答するしくみ，および環境と成長との関
わりを学び，その生物学的な意味を考える。また、植物が持つ能力・
機能を知り、その保全と利用の方策を考える。
《授業の概要》
植物は外界の厳しい環境に対する耐性機構を発達させるととも
に，環境変化を成長・分化のシグナルとして巧みに利用している。
ここでは，物理・化学的な環境を感知し，鋭敏に応答して柔軟に生
育する植物の有様を紹介するとともに，組織，細胞あるいは分子レ
ベルで解明されてきた成長制御の仕組みを理解する。
授業内容
［第１回］
［第２回］
［第３回］
［第４回］
［第５回］
［第６回］
［第７回］
［第８回］
［第９回］
［第10回］
［第11回］
［第12回］
［第13回］
［第14回］

植物と環境・人と植物
光と植物
光の受容と伝達・光による植物ホルモン作用の制御
植物の極性とオーキシン
重力を感じるメカニズム
細胞の伸長と植物ホルモン
水と植物
乾燥対応
温度と植物
温度の記憶・エピジェネティクスと花芽形成・低温馴化
光と温度のクロストーク・植物の温度センサー
ソース・シンク、老化と物質輸送
概日リズム
概日時計と環境応答

履修上の注意
「植物生命科学」，「分子生物学入門」，「遺伝学」，「生化学 I」を履
修していることが望ましい。また，春学期に「環境応答植物学」，「生
化学 III（植物代謝）」，「植物細胞生物学」，秋学期に「植物機能制御
学」，「環境応答生物学」，「分子遺伝学」，「バイオインフォマティク
ス入門」を併せて履修することを勧める。
準備学習（予習・復習等）の内容
普段、何気なく見過ごしている身の回りの植物に目を向け、その
柔軟な成長・分化の様を感じ取る。また、図書館の情報検索機能を
活用し、興味を持った事柄を調査し、理解を深める。
教科書
『植物生理学

第2版』三村・深城・鶴見編著（2019年：化学同人）

参考書
『絵とき 植物生理学入門 改訂第3版』山本編著、曽我・宮本・
井上著（2016年：オーム社）
『絵でわかる 植物の世界』大場監修，清水著（2004年：講談社）
『植物生理学・発生学 原著第6版』テイツ・ザイガー・モーラー・
マーフィー編、西谷・島崎監訳（2016年：講談社）
『新しい植物ホルモンの科学 第3版』浅見・柿本編（2016年：
講談社）
『植物まるかじり叢書2 植物は感じて生きている』瀧澤美奈子
著、日本植物生理学会監修（2008年：化学同人）
成績評価の方法
小レポート30％，授業に臨む姿勢10％，定期試験60％
その他
植物分子生理学研究室 ５号館４階403号室
E-mail: kawakami@meiji.ac.jp
質問などは随時受け付ける。

目

名

植物分子生理学

単位数
2単位

担当者
川上

直人

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
植物の形態形成，成長・分化，環境応答に深く関わる植物ホルモ
ンの代謝や情報伝達メカニズムについて理解を深める。
《授業の概要》
植物の成長・分化における植物ホルモンの役割を概説するととも
に，近年分子遺伝学的手法を用いて明らかにされてきた植物ホルモ
ンの生合成とその調節，作用に至るまでの情報伝達機構について解
説する。また，成長・分化を制御する光や温度，乾燥などの環境情
報に対する植物の応答と植物ホルモン関わりについて考察する。
授業内容
［第１回］
［第２回］
［第３回］
［第４回］
［第５回］
［第６回］
［第７回］
［第８回］
［第９回］
［第10回］
［第11回］
［第12回］
［第13回］
［第14回］

植物の成長・環境応答と植物ホルモン
ジベレリンの作用と量的調節
環境要因によるジベレリン作用の制御と情報伝達
エチレンの作用と合成の制御
エチレンの情報伝達経路
アブシシン酸の作用と量的制御
アブシシン酸情報伝達の分子機構
アブシシン酸と生物の進化
アレロパシー、共生・寄生とストリゴラクトン
枝分かれに働くストリゴラクトン
ストリゴラクトンの情報伝達
サイトカイニンの作用と情報伝達
ブラシノステロイドの作用
植物のペプチド因子

履修上の注意
遺伝学，分子生物学などの基礎知識があることを前提に講義を進
めるので，関連科目の復習をして欲しい。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義で取り上げられた話題や、自分自身が興味を持ったことにつ
いて、図書館、OPAC、CiNii などを利用してより深く調べる。
教科書
『新しい植物ホルモンの科学

第3版』浅見・柿本編（講談社）

参考書
『植物生理学・発生学 原著第6版』テイツ・ザイガー・モーラー・
マーフィー編、西谷・島崎監訳（講談社）
『植物生理学 第2版』三村・深城・鶴見編著（2019年：化学同人）
『絵とき 植物生理学入門 改訂第3版』山本編著、曽我・宮本・
井上著（2016年：オーム社）
『絵でわかる 植物の世界』大場監修，清水著（2004年：講談社）
成績評価の方法
小レポート30％

授業に臨む姿勢10％，定期試験60％

その他
植物分子生理学研究室 ５号館４階403号室
E-mail: kawakami@meiji.ac.jp
質問などは随時受け付ける。
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科目ナンバー：(AG)BBI221J
科

目

名

植物工学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)BIO251J
担当者
桑田

科

授業内容
第１回：植物細胞の特徴と分化全能性
第２回：植物ホルモンと植物培養法，プロトプラスト，細胞融合法
第３回：植物遺伝子組換え技術（アグロバクテリウム法，物理的方
法）
第４回：遺伝子組換えによる除草剤耐性作物作出の原理
第５回：遺伝子組換えによる昆虫耐性作物作出の原理
第６回：デンプンの生合成系とその遺伝子組換えによる改変技術
第７回：脂肪酸生合成系とその遺伝子組換えによる改変技術
第８回：種子貯蔵タンパク質とその遺伝子組換えによる改変技術
第９回：ハイブリッド種子の遺伝子組換えによる生産技術
第10回：植物遺伝子発現制御技術
第11回：植物におけるゲノム編集技術
第12回：遺伝子組換え作物の現状
第13回：遺伝子組換えにおけるカルタヘナ法
第14回：植物遺伝子組換えやゲノム編集の将来像

履修上の注意
毎回，プリントを配布する。この授業では分子生物学の基礎知識
が必要なので，該当科目を未履修の場合は分子生物学の基礎を自習
する必要がある。

名

環境応答生物学

茂

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
植物の器官や組織を形成している細胞は，再び個体として組織や
器官を構成する細胞に分化できる分化全能性（Totipotency）を持つ。
この特性を利用して植物を改良する技術やその原理についての基礎
となる知識を持つことを目標とする。
《授業の概要》
この授業では植物細胞の培養法，細胞融合や遺伝子組換えによる
植物の改良法についての基本技術やその改良の基盤となる植物の生
化学・分子生物学的知見について学ぶ。

目

単位数
2単位

担当者
吉本

光希

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
生物の環境応答の基本となる環境因子の認識・受容とその情報の
細胞内伝達機構の基本的仕組みを理解することを目的とする。
《授業の概要》
受容体を中心に代表的なシグナル伝達機構について学ぶ。できる
だけ典型的な例を用い，基本的理解を深める。
授業内容
第１回：環境応答とは何か
第２回：生物の環境応答を支えるシグナル伝達
第３回：３ 量体 G タンパク質とサイクリック AMP を介したグリ
コーゲン代謝の制御
第４回：３量体 G タンパク質とホスホリパーゼ C を介するシグナ
ル伝達
第５回：Ca2＋を介するシグナル伝達
第６回：酵素型受容体：チロシンキナーゼ受容体
第７回：酵素型受容体：PI3 キナーゼ系，
非受容体型チロシンキナー
ゼ
第８回：酵素型受容体：セリン・スレオニンキナーゼ型受容体，グ
アニル酸シクラーゼ型受容体など
第９回：タ ンパク分解の制御を含むシグナル伝達系：Notch, Wnt,
Hedgehog, NF- κ B（1）
第10回：タ ンパク分解の制御を含むシグナル伝達系：Notch, Wnt,
Hedgehog, NF- κ B（2）
第11回：細胞表層受容体を介さないシグナル伝達：脂溶性リガンド
受容体と遺伝子発現調節機構
第12回：シグナル伝達経路のクロストークとネットワーク
第13回：シグナル伝達研究のトピックス
第14回： a のみ：まとめ

履修上の注意
必要な資料は授業時に配布する。授業後は配布プリントと下記の
参考書で復習して理解を深めることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容
配布プリント・参考書にて必ず復習をすること。

準備学習（予習・復習等）の内容
前回の講義の理解を確かめるための小テストを行う場合がある。
配布プリントと下記の参考書で復習しておくことが望ましい。

教科書
特に定めない。

教科書
特に指定しない。下記の参考書で理解を深めることを勧める。

参考書
『植物分子生理学入門』横山明穂編（学会出版センター）
『植物工学の基礎』長田敏行編（東京化学同人）

参考書
『分子生物学講義中継 Part2』（羊土社）
『Molecular Biology of The Cell 第６版』（Garland Science）

成績評価の方法
定期試験により評価する。

成績評価の方法
小テスト・レポート・授業への参加度（30%）および期末試験（70%）
により評価する。

その他
研究室：植物細胞工学研究室（2-403Ａ）
オフィスアワー：金曜日11：30〜13：00

その他
生命科学科環境応答生物学研究室（２号館４階406A 室）
質問などは随時受け付ける。
E-mail：kohki_yoshimoto@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)BBI281J
科

目

名

環境応答植物学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)BBI251J
担当者
賀来

科

授業内容
第１回 a：イントロダクション （植物と動物の生き方の相違）
第２回：植物の環境応答
第３回：植物の生存戦略
第４回：植物免疫
第５回：病原菌の逆襲
第６回：防御のシグナル応答
第７回：微生物との共生応答
第８回：傷害に対する応急処置
第９回：傷害に対する防御応答
第10回：金属ストレスに対する応答
第11回：乾燥ストレスに対する応答
第12回：高温ストレスに対する応答
第13回：低温ストレスに対する応答
第14回：凍傷ストレスに対する応答

単位数

担当者

2単位

渡邊雄一郎

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
メンデル遺伝の理解から始めて、生命現象に関係した”表現型”
に関係した責任”遺伝子”を同定するまでのアプローチ、考え方を
理解する。遺伝的相補、遺伝的 DNA マーカー/SNP、ハプロタイプ、
量的形質（QTL）といった、遺伝学で使われる術語を理解する。
《授業の概要》
遺伝学の理解は，分子生物学的な解析やゲノム情報の解釈をする
上で不可欠である。古典的なメンデルの法則から始まり，分子生物
学との関連，遺伝子がどのような形質を生物に与えているかを確認
する。最近の研究の場における遺伝学のアプローチ，染色体上の
DNA マーカー，ハプロタイプ、量的形質（QTL）
，比較ゲノミクス、
エピジェネティクスの基礎についても考察をする。研究の過程に秘
められた事実，そこから発せられるメッセージも伝える。モデル生
物と実用生物との関連を理解する。分子生物学との関連、逆遺伝学
的考え方，最近のゲノム情報に基づいた考え方を学ぶ。

授業内容

履修上の注意
本講義は「植物細胞生物学」及び「植物環境生理学」の講義を合
わせて受講することが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業において、課題を出題し、それについて文献等で調べること。
教科書
指定しない。関連する DVD の鑑賞とプリントを配布するが、下
記の参考書で理解を深めることを勧める。
参考書
『植物のシグナル伝達－分子と応答』出版社名：共立出版
『植物における環境と生物ストレスに対する応答』出版社名：共
立出版
『細胞工学』別冊，植物細胞工学シリーズ11，『植物の環境応答』
出版社 名：秀潤社
『Biochemistry and Molecular Biology of Plants』 出 版 社 名：
（American Society of Plant Physiologists）
成績評価の方法
定期試験（70％），授業中及び提出課題レポート（30％）で評価
する。
その他
環境応答植物学研究室（５号館１階107号室）

名

分子遺伝学

華江

授業の概要・到達目標
高等植物は動物と異なり自由に移動することができない。このた
め，植物は様々な環境ストレスや生物的ストレスに対応するための
独自の仕組みを発達させてきた。植物のシグナル伝達機構や環境応
答に関する研究は動物系に比べて遅れているが，動物と共通した機
構と植物固有のものとがあることが分かり始めている。本講義では
植物固有の環境応答機構を中心に，物理・化学的環境，生物的環境
に対応するための仕組みを個別に掘り下げ，植物の持つ生存戦略の
理解を深めることを目標とする。

目

第1回： 形質とは
表現型（フェノタイプ）と遺伝子型（ジェノタイプ）
，比較から
の気づき，交配，分離の法則，遺伝用語の確認
分子遺伝学で学んだ遺伝子の構造との関連
第2回： 優性（顕性）形質 / 劣性（潜性）形質と遺伝子との対応
遺伝子，DNA，染色体，ゲノム、ABO 式血液型決定因子の遺伝
子の実体複製，転写，翻訳，遺伝子発現調節との関連
第3回： 変異と形質との関係
微生物遺伝学，形質転換，遺伝病の原因、ミュータジェネシス，
スクリーニング
第4回： 掛け合わせと相補
遺伝子破壊，変異体の単離，責任遺伝子の単離，クローニング、
遺伝子治療、cDNA 導入による相補
第5回： 遺伝子座とアリル（対立遺伝子）
交配による allelism test，相補性検定，複数の遺伝子座の関係
第6回： ゲノム情報と染色体地図
連鎖群－染色体，類似遺伝子，pleiotropism
（多面発現性）
サプレッサー変異体の解析，エピスタシス
第７回： DNA 多型現象と組換え
交配結果が教えてくれること，ハプロタイプ , DNA 鑑定，SNP
第８回： 遺伝子を取るとは
染色体歩行と責任遺伝子、形質の相補、育種
第９回： ゲノム情報から機能を知る逆遺伝学
量的形質（QTL）
, 育種への展開、戻し交配の意義，有用遺伝子
の探索、GWAS
（ゲノムワイド関連解析）
第10回： ゲノム比較と逆遺伝学
トランスポゾンタギングと positional cloning, ミュータントパネ
ル、栽培品種・系統
ゲノム編集、RNAi、
第11回：モデル生物と逆遺伝学
大腸菌，酵母、線虫、ショウジョウバエ，ゼブラフィッシュ、マ
ウス、ゼニゴケ，シロイヌナズナ、イネ
第12回： エピジェネティクス
エピジェネティクスとは ヒストン、DNA がうける化学修飾と
クロマチン状態変化、遺伝子発現、
第13・14回： 将来の遺伝学と周辺領域の未来
理解の確認（学期末試験）

履修上の注意

通常授業時間後に理解の度合いを知るため，授業の後に簡単な演
習問題（アンケート）
，学期途中でのレポート提出。
コンスタントに学習をするつもりで履修して欲しい。にわか勉強で
こなそうとしないで欲しい。

準備学習（予習・復習等）の内容

Oh-o! Meiji システムに授業資料を PDF として事前にアップする
ので、それをみてほしい。わからない言葉、専門用語は自主的に調
べることも行うことを望む。

教科書

『生命と情報―分子遺伝学入門―』東京大学出版会 渡辺雄一郎著
植物の分子育種学 鈴木正彦編著 分担執筆 講談社

参考書

カープ分子細胞生物学 山本正幸，渡辺雄一郎，大杉美穂、児玉
有希共訳 東京化学同人
クロー遺伝学概説（原書第８版）培風館 J. F. クロー著 木村
資生，太田朋子訳

成績評価の方法

各授業ごとの簡単な演習問題（アンケート）
，学期の途中に提出
するレポート。そして学期末試験と合わせて評価する。

その他
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科目ナンバー：(AG)BBI221J
科

目

名

植物機能制御学

科目ナンバー：(AG)CBI211J

単位数
2単位

担当者
田中

科

授業内容
第１回：植物の機能特性
第２回：花器官の形成
第３回：植物の生殖と細胞間の認識
第４回：植物の胚形成
第５回：植物における軸形成
第６回：小胞輸送による植物の機能制御
第７回：細胞の極性が関わる生体制御
第８回：根の構造と機能
第９回：根における細胞分化の制御
第10回：根の成長と分岐
第11回：地上部の分裂組織の構築と機能
第12回：分裂と分化の切り替え
第13回：地上部の器官における軸と組織分化
第14回：a: まとめ

名

糖鎖生物学

博和

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
植物は動物とは異なるしくみで多細胞系を構築し、生長や環境応
答に関わる独自の制御システムを発達させている。本講義では、植
物の高次機能発現を支える細胞の成り立ちや器官形成の分子的背景
を理解することを目標とする。
《授業の概要》
本講義では、複雑で多様な植物の高次機能に関わる鍵因子の働き
について、分子遺伝学、細胞生物学、発生生物学の観点から解説す
る。

目

単位数
2単位

担当者
賀来

華江

授業の概要・到達目標
糖質はこれまでエネルギー源や甘味料の素材，生体組織構築など
の面を中心に関心が持たれてきた。一方，最近の研究は糖鎖（糖の
つながったもの）が生体内での蛋白質品質管理，細胞内輸送，細胞・
生物間相互作用，癌化，分化，受精など様々な生物的場面で重要な
役割を果たしていることを明らかにしている。本講義では，糖鎖の
構造と生物機能，糖鎖認識を介した生体制御機構，病気と糖鎖など
に関して学び、また、今日的な視点から見た糖鎖の生物的な機能と
その基礎となる糖の生化学について理解することを目的とする。
授業内容
第１回：糖とは
第２回：糖の基礎化学
第３回：糖鎖の解析
第４回：糖タンパク質の糖鎖：N- 結合糖鎖の構造と生合成
第５回：糖タンパク質の糖鎖：N- 結合糖鎖の生物機能
第６回：糖タンパク質の糖鎖：O- 結合型糖鎖の構造と機能
第７回：プロテオグリカン
第８回：糖脂質
第９回：GPI アンカー・細菌・ウイルスや毒素のターゲットとして
の細胞表層糖鎖
第10回：動物レクチン・疾病と糖鎖
第11回：生活に密着する糖鎖
第12回：植物の糖鎖生物学 （1）
第13回：植物の糖鎖生物学 （2）
第14回：糖鎖研究のフロンティア

履修上の注意
「化学要論」，「生物有機化学」，「生化学Ｉ」など，１・２年次に
おいて化学系の講義を履修していることが望ましい。

履修上の注意
理解度を確認するために小テストを行うことがある。
準備学習（予習・復習等）の内容
必要な資料は授業時に配布する。授業後は配布資料と参考書で復
習して理解を深めることが望ましい。
教科書
特に定めない。
参考書
『植物の生化学・分子生物学』杉山達夫 監修、岡田清孝他・監訳（学
会出版センター）
『植物生理学』三村徹郎、鶴見誠二 編著（化学同人）

準備学習（予習・復習等）の内容
授業において、課題を出題し、それについて文献等で調べること。
教科書
指定しない。下記の参考書で理解を深めることを勧める。
参考書
『わかる実験医学シリーズ ポストゲノム時代の糖鎖生物学がわ
かる』（羊土社）
『Introduction to Glycobiology 2nd edition』（Oxford University
Press）
『コールドスプリングハーバー 糖鎖生物学 第2版 』（丸善）

成績評価の方法
定期試験（70%）、小テストや授業への貢献度（30%）で評価する。

成績評価の方法
定期試験（70％）、授業中および提出レポート課題（30％）で評
価する。

その他
植物発生制御学研究室（２号館４階402号室）
質問等は随時受け付ける。

その他
環境応答植物学研究室（５号館１階107号室）
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科目ナンバー：(AG)BIO221J
科

目

名

タンパク質科学Ⅰ

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)CBI241J
担当者
紀藤

科

授業内容
第１回：タンパク質の分類
第２回：分離と精製 （１）
第３回：分離と精製 （２）
第４回：定量と分析方法 （１）
第５回：定量と分析方法 （２）
第６回：構造の階層性
第７回：構造と機能
第８回：構造解析法
第９回：フォールディング
第１０回：修飾と機能調節
第１１回：相互作用の解析
第１２回：ゲノム機能科学とタンパク質の機能解析
第１３回：プロテオミクス
第１４回：まとめと総合解説
履修上の注意
本科目は，生化学Ⅰ，分子生物学，細胞生物学などとの関連が深
いため，これら該当科目の履修が望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
生化学Ⅰ，分子生物学，細胞生物学などの関連科目の内容を事前
によく理解しておくこと。講義後に，各回の授業内容の関連事項に
ついて適宜参考書に目を通すことで理解を深めること。
教科書
特に指定しない。
参考書
「ストライヤー生化学」入村達郎他訳（東京化学同人）
「ポストゲノム時代のタンパク質科学」高木淳一訳（化学同人）
「新・タンパク質精製法」塚田欣司訳（シュプリンガー・フェアラー
ク社）
「ポストシークエンスタンパク質実験法―構造・機能解析の基礎」
大島泰郎他編（東京化学同人）
「ポストシークエンスタンパク質実験法―構造・機能解析の実際」
大島泰郎他編（東京化学同人）
成績評価の方法
学期末試験（80％）と授業での平常点（20％）で評価する。
その他
プロテオミクス研究室（５号館４階402号室）。
kito@meiji.ac.jp。内線：7820

名

タンパク質科学Ⅱ

圭治

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標及びテーマ》
タンパク質は最も重要な生体内分子の一つであり，実に様々な特
性・機能を有しているが，これは多様性に富んだ構造と化学的性質
に起因するものである。また，タンパク質を対象とする研究手法と
しては，伝統的な生化学実験に基づくものから最新のプロテオミク
ス研究まで多岐にわたり，幅広い知識を必要とする。本講義では，
タンパク質の性質および機能の多様性について構造および化学的な
側面と関連付けて理解するとともに，タンパク質研究のための解析
手法について学習することを目標とする。
《授業の概要》
タンパク質の機能の多様性について，構造および化学的性質と関
連付けて概説する。またタンパク質を取り扱う実験手法として，精
製および機能解析などについてプロテオミクスも含めた幅広い解説
を行う。

目

単位数
2単位

担当者
紀藤

圭治

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
タンパク質は生命活動の中核を成す生体分子群であり，多種多様
なタンパク質の機能を知ることは生命現象の分子レベルでの理解に
必要不可欠である。数多くのタンパク質の働きを明らかにするため
には，個々の分子に焦点を当てたアプローチだけではなく，生命現
象への各分子の関わりを包括的に調べて理解することが重要とな
る。本講義では，タンパク質やそれらをコードする遺伝子およびそ
の転写産物について，包括的な解析手法を理解するとともに，大規
模な解析結果からどのようにしてタンパク質の機能を知ることがで
きるのかを学習する
《授業の概要》
タンパク質や対応する遺伝子およびその転写産物を包括的に解析
するアプローチとして，ゲノム研究，トランスクリプトーム解析，
プロテオーム解析などの手法について解説する。また，包括的な解
析結果から生命現象におけるタンパク質の関わりや機能を知るため
の考え方を講義するとともに，個別の分子に焦点を当てた生化学ま
たは分子生物学的アプローチとも適宜対比させることで，包括的な
アプローチの長所および短所についても解説を行う。
授業内容
第１回：分子生物学とゲノム解析
第２回：オミックス研究におけるゲノム解析の意義
第３回：トランスクリプトーム解析とその解釈
第４回：クラスタリングと Gene Ontology 解析
第５回：高速 DNA シーケンス解析技術とその応用
第６回：様々なプロテオーム解析方法 （１）
第７回：様々なプロテオーム解析方法 （２）
第８回：質量分析の原理
第９回：質量分析によるタンパク質の同定と定量方法
第１０回：翻訳後修飾の大規模解析
第１１回：タンパク質複合体の解析とその意義
第１２回：タンパク質立体構造の解析
第１３回：プロテオーム解析の応用
第１４回：多階層的なオミックス解析
履修上の注意
本科目は，生化学Ⅰ，分子生物学，細胞生物学，などとの関連が
深く，またタンパク質化学での内容を理解しているものとして講義
を進るため，これら該当科目の履修が望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
生化学Ⅰ，分子生物学，細胞生物学，タンパク質化学などの関連
科目の内容を事前によく理解しておくこと。講義後に，各回の授業
内容の関連事項について適宜参考書に目を通すことで理解を深める
こと。
教科書
特に指定しない。
参考書
「ポストゲノム時代のタンパク質科学」高木淳一訳（化学同人）
「ポストシークエンスタンパク質実験法―構造・機能解析の基礎」
大島泰郎他編（東京化学同人）
「ポストシークエンスタンパク質実験法―構造・機能解析の実際」
大島泰郎他編（東京化学同人）
成績評価の方法
学期末試験（80％）と授業での平常点（20％）で評価する。
その他
プロテオミクス研究室（5号館4階402号室）。
kito@meiji.ac.jp。内線：782
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科目ナンバー：(AG)AGC121J
科

目

名

微生物学Ⅱ（生命）

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)BBI291J
担当者
松山

科

授業内容
第１回： 概論（代謝と遺伝子工学）
第２回： 代謝とは －代謝の重要因子－
第３回： エネルギー代謝１ －発酵・解糖系－
第４回： エネルギー代謝２ － TCA サイクル－
第５回： エネルギー代謝３ －好気呼吸－
第６回： エネルギー代謝４ －嫌気呼吸・光合成（概論）－
第７回： 微生物における代謝制御機構
第８回： 分子遺伝学の基礎１ － DNA の構造と複製－
第９回： 分子遺伝学の基礎２ －転写と翻訳－
第10回： 分子遺伝学の基礎３ －転写と翻訳の制御機構－
第11回： 組換え DNA 技術と遺伝子工学１ －組換え DNA 技術－
第12回： 組換え DNA 技術と遺伝子工学２ －宿主・ベクター系－
第13回： 遺伝学の基礎
第14回： 組換え DNA 関連技術
履修上の注意
微生物学は生化学，分子生物学など幅広い分野と連携しながら発
展してきたものであるため，これら関連分野の学習も必要です。
高校生物・微生物学 I 等を履修していない学生についても理解でき
る平易な内容にするように努めますが，内容がより理解できるよう
にするために「生物学基礎」等の受講をお勧めします。
準備学習（予習・復習等）の内容
前回までの講義資料の穴埋めを完成させ，理解が追い付いていな
いところは参考書等を用いて調べること。
教科書
特に定めません。各講義の開始時に資料を配付します。
資料は穴埋め式となっていますので、聴講しながら必要事項を記
載していき、最後にまとめるとオリジナルの教科書が完成します。
欠席等の理由により資料がない場合は後日配布可能ですので申し
出てください。
参考書
『Q & A で学ぶ やさしい微生物学』 浜本哲郎・浜本牧子著（講
談社サイエンティフィク）
『応用微生物学』 塚越規弘編（朝倉書店）
『応用微生物学 第２版』 清水昌，堀之内末治編（文永堂出版）
『カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第1-2巻（ブ
ルーバックス）』
（講談社）
『ヴォート基礎生化学』 田宮信雄他訳（東京化学同人）
成績評価の方法
出席票の提出により出欠を毎回確認します。以下のＡまたはＢ方
式のうち，各人について高い方の点数を最終的な成績とします。レ
ポート等の課題による評価は行いません。
● Ａ方式： 平常点40％，期末試験60％
● Ｂ方式： 期末試験100％
その他
質問等は e-mail（akihisa@riken.jp）までお気軽にご連絡下さい。

名

微生物工学

晃久

授業の概要・到達目標
●授業の達成目標及びテーマ
本講義では主に代謝と遺伝子工学について取り扱います。
細胞は多様な酵素反応を用いて様々な物質を他の物質に変換する
ことでエネルギーを産生し，また，逆にエネルギーを用いて新たな
物質を合成することで生命を維持しています。本講義では，これら
の様々な細胞内代謝経路を学ぶと共に，その制御機構を分子レベル
で理解することを目標とします。
さらに，生命科学分野の研究に欠かせない組換え DNA 技術の基
盤となる分子遺伝学の基礎を学習し，生物学研究に必要な基礎的技
術や考え方について理解することを目指します。特に後半では，研
究室配属後に即戦力となるような具体的な実験技術や知識を有する
人材の育成を目指します。
●授業の概要
多種多様な微生物のエネルギー代謝と制御機構について講述しま
す。また、後半では組換え DNA 技術等の基盤となっている分子遺
伝学について講述します。
微生物学 I と II を続けて履修することは生命科学科の他の専攻科
目を理解するうえで大変有益ですが、それぞれ講義内容は大きく異
なります。本講義で扱う代謝や DNA 関連のプロセスのほとんどは，
微生物だけでなく高等生物にも広く保存されていることから，本講
義の内容は将来，動物細胞等を用いた研究を希望している学生に
とっても非常に重要です。特に、今日の分子生物学・生化学・遺伝
学等の研究には欠かせない技術となっている組換え DNA 技術の基
礎を学ぶ場として極めて重要です。

目

単位数
2単位

担当者
浜本

牧子

授業の概要・到達目標
微生物が利用されている形体および範囲，伝統的な発酵技術から
最先端の代謝制御発酵，微生物を用いた環境修復・浄化，さらにバ
イオマス資源を利用したエネルギー生産について講述します。
自然界に無数に生息している微生物は，エネルギー代謝をはじめ，
実に多種多様な生き物であり，それぞれには優れた潜在能力が備
わっています。本講義ではこのような微生物のもつ有用な機能を，
農業から工業生産，遺伝子工学，環境問題，エネルギー生産などの
幅広い分野で利用している応用微生物学を理解し，知識を身に付け
ることを達成目標とします。微生物学の基礎を習得することを目標
としている微生物学 I および II に引き続いて，本講義を履修する
ことにより微生物学の全容が理解でき，生命科学科の他の専攻科目
を理解するうえで極めて重要です。
授業内容
第１回 a：イントロダクション（微生物工学とは）
第１回 b：微生物と産業
第２回：微生物とその扱い① 培地成分
第３回：微生物とその扱い② 顕微鏡 （1）
第４回：微生物とその扱い③ 顕微鏡 （2）
第５回：有用物質生産と微生物① 培養容器と生産性
第６回：有用物質生産と微生物② うま味物質としてのアミノ酸と
核酸
第７回：有用物質生産と微生物③ 乳酸菌とビフィズス菌
第８回：食品開発研究と微生物
第９回：食品の衛生管理と微生物
第10回：抗菌技術と微生物
第11回：排水処理技術と微生物
第12回：バイオテクノロジーと微生物
第13回：クォーラムセンシングとその応用
第14回：a のみ：まとめ

履修上の注意
微生物学 I・II（生命科学科），および微生物学に関連の深い生化
学，分子生物学も履修していることが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
事前に参考書の該当箇所を読み，予習を行うこと。授業後は配付
プリントおよび参考書を用いて復習し，理解を深めること。不明な
部分があれば授業で質問すること。
教科書
特に定めません。プリントを配付します。
参考書
『Q & A で学ぶ やさしい微生物学』浜本哲郎・浜本牧子著（講
談社）
『遺伝子・細胞から見た 応用微生物学』阪井康能他 編著（朝倉
書店）
『応用微生物学』塚越規弘編（朝倉書店）
『環境微生物学』大森俊雄編（昭晃堂）
『微生物工学』百瀬春生編（丸善株式会社）
成績評価の方法
授業中に実施する課題30 ％，授業への参加度20 ％，定期試験50
％
その他
微生物工学研究室（6号館3階301号室）
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科目ナンバー：(AG)BIO291J
科

目

名

単位数

ウイルス学概論

2単位

科目ナンバー：(AG)BIO211J
担当者
桑田

科

授業内容
第１回：ウイルス―他の微生物とのちがい
第２回：ウイルス病の脅威―ウイルス発見まで
第３回：ウイルス研究法 （1）
第４回：ウイルス研究法 （2）
第５回：ウイルス粒子の構造
第６回：ウイルス核酸とゲノム構造
第７回：ウイルスの進化と分類
第８回：細菌のウイルス
第９回：植物のウイルス
第10回：ウイルス感染とレセプター
第11回：動物の RNA ウイルス （1）：ゲノムの構造と複製
第12回：動物の RNA ウイルス （2）：レトロウイルス，ガン遺伝子
第13回：動物の DNA ウイルス：ゲノムの構造と複製
第14回：ウイルス感染と免疫機構

履修上の注意
授業は毎回配布するプリントを使って行う。模式図や写真などは
液晶プロジェクターを使って示して説明する。授業の理解のために
は分子生物学の知識が必要である。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業で配布されたプリントで復習を行うことで，次回の授業内容
への理解が進むので復習を行うこと．
教科書
特に定めない．
参考書
『ウイルス学』畑中正一編（朝倉書店；1997）
『現代ウイルス事情―インフルエンザからエイズまで』畑中正一
著（岩波書店；1992）
『植物ウイルスと分子生物学（２版）』岡田吉美著（東京大学出版
会；1988）
成績評価の方法
成績は定期試験の結果で判定する。
その他
研究室：植物細胞工学研究室（2-403Ａ）
オフィスアワー：金曜日11：30〜13：00

名

遺伝子工学
（生命）

茂

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
ウイルスの病原体としての脅威ならびに遺伝情報を担う分子とし
て実体に焦点を当て，ウイルス―宿主間相互作用の分子機構を理解
することが目標である。
《授業の概要》
極微小なウイルスと他の生物の違いを，粒子の構造，ゲノム核酸
等を通して，その多様なウイルスの世界を概観する。各論では，細
菌，植物，動物に感染する各ウイルスの宿主に依存した独特の生存
戦略をとりあげる。

目

単位数

担当者

2単位

吉竹悠宇志

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標》
本科目を習得することにより，遺伝子工学の技術の理論と原理を
理解するとともに，分子生物学のめざましい最新の成果がどのよう
にして生み出されているのかを理解できることを目標とする。
《授業の概要》
授業は，５回目以降 a は講義、b は履修者が分担して遺伝子工学
的技術や実験手法について調査して、他の履修者に説明する形式で
進める。
授業内容
1回：イントロダクション・遺伝子工学とは
2回：遺伝子・DNA の基礎
3回：核酸を対象とした実験
4回 a：調査報告
4回 b：遺伝子工学研究における法律
5回 a：調査報告
5回 b：実験で用いる水
6回 a：調査報告
6回 b：滅菌操作
7回 a： 調査報告
7回 b：マイクロピペット
8回 a：調査報告
8回 b：はかる
9回 a： 調査報告
9回 b：みせる
10回 a：調査報告
10回 b：わける
11回 a： 調査報告
11回 b：まぜる
12回 a：調査報告
12回 b：保管する
13回 a：調査報告
13回 b：予備
14回：講義全体の総合復習
調査課題等および発表の順番は、履修者数によって変わることがあ
る。

履修上の注意
この授業の履修に当たっては，分子生物学を履修していることが
望ましい。小テストは前週の調査報告の内容から出題する。調査報
告についての質問はクラスウェブのディスカッション機能を用いる。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業資料（PDF 形式のカラー版）は事前に、クラスウェブにアッ
プロードするので、各自印刷するか、パソコン等で資料を閲覧でき
る様に準備をすること。
教科書
指定しない。
参考書
特に指定しないが、講義資料中のイラストはその都度、引用元を
記載する。
成績評価の方法
調査報告の内容（60%）と小テスト（40%）で評価する。
その他
環境応答生物学研究室 2号館406号室
Mail; yyoshitake@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)CBI291J
科

目

名

生物統計学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)CBI268J
担当者
石井

科

授業内容
第１回：統計学概論：統計解析法と実験計画法
第２回：基本統計量：平均値，分散など
第３回：データの分類：データの種類とその性質
第４回：分布の種類：分布の基礎と共分散
第５回：統計的検定と推定 （1）
第６回：統計的検定と推定 （2）
第７回：統計的検定と推定 （3）
第８回：多重比較 （1）：多重比較の基礎
第９回：多重比較 （2）：さまざまな多重比較法
第10回：回帰分析：回帰と相関
第11回：変量解析 （1）：多変量解析とは
第12回：変量解析 （2）：重回帰分析
第13回：変量解析 （3）：主成分分析
第14回：ノンパラメトリック検定

履修上の注意
√ 計算ができる，計算機を持参のこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業内容をあらかじめプリントして配布するので，それを
用いて事前に疑問点を整理しておく。さらにプリント内の演習問題
を解くことを復習とする。
教科書
特になし，プリントを配布する予定。

名

バイオインフォマティクス

和雄

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
生物統計は大学の卒業論文作成時のデータ解析のみならず，この
分野で研究を続けていく上で必要不可欠な知識である。社会人とな
り他分野に就職したときも，生物統計を履修することで得た知識は
統計資料から必要な情報を読み取るための有用なツールとなる。近
年，統計解析ソフトの高機能化により，実験結果を入力して解析方
法を選ぶだけで結果が得られるようになってきた。そのため間違っ
た解析法を選択し，誤った結論を導き出してしまう危険性が高く
なっている。さらに，研究のための試験設計を立てるに当たり，統
計処理が可能な設計にしなかったために研究自体が無駄になること
もある。そこで本講義では，統計の基礎知識を理解するとともに，
自らが実験をおこなったときに適切な統計手法を選択することので
きる能力を習得することを目標とする。
《授業の概要》
具体的な事例データを用いた演習問題をこなしながら統計処理の
基礎的な知識を習得する。

目

単位数
2単位

担当者
越水

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
バイオインフォマティクスは，生物学分野の大規模情報を解析す
るために欠かすことのできない学問である。特に，近年，多くの生
物種のゲノム解読や分子生物学実験のハイスループット化が進展し
ており，Web 上に多様なオミックス情報が蓄積し続けている。こ
れら大規模情報に対してコンピューターを積極的に活用し有用情報
を抽出・解析することにより，新たな生物学的知見を引き出し得る。
この授業では，大規模情報を取り扱うために必要となるコンピュー
ター・スキルの習得と解析手法を理解することを目標とする。
《授業の概要》
コンピューターを用いた大規模情報解析手法，特に，統計解析手
法，Web データベースなどの利用法を解説する。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：Web データベースとオミックス・データ
第３回：生物学分野での大規模情報
第４回：コンピューターと大規模解析
第５回：プログラムによる DNA 配列解析
第６回：モチーフなどの配列探索手法
第７回：繰り返しを伴う大規模解析手法
第８回：データベースからの配列の取得方法
第９回：大規模解析のためのプログラム
第10回：ゲノム配列情報の利用法
第11回：トランスクリプトーム情報の利用法
第12回：メタボローム情報の利用法
第13回：効率的な解析方法の構築
第14回 a：まとめ

履修上の注意
遺伝学，分子生物学などの基礎知識を学習しておくことが望まし
い。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回レポート課題を期限内に提出すること。
教科書
特に定めない。

参考書
『すぐわかる統計処理』 石村貞夫著 （東京図書）
『バイオサイエンスの統計学』 市原清志著 （南江堂）
『SAS による実験データの解析』 竹内啓監修 （東京大学出版会）

静

参考書

成績評価の方法
学期末試験と出席で判定する。欠席が３回以上の場合，評価対象
としない。

成績評価の方法
講義への出席、レポート提出、最終課題で評価する。

その他
所属：〒305-0901 茨城県つくば市池の台２ 畜産草地研究所
家畜育種増殖研究チーム
E-mail: kazishi@affrc.go.jp

その他
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科目ナンバー：(AG)CBI241J
科

目

名

単位数

ゲノム機能工学

2単位

科目ナンバー：(AG)BIO251J
担当者
大鐘

科

授業内容
第１回：ガイダンス
第２回：ゲノムの基礎1
第３回：ゲノムの基礎2
第４回：ゲノム工学1
第５回：ゲノム工学2
第６回：エピジェネティクスの基礎1
第７回：エピジェネティクスの基礎2
第８回：モデル生物のエピジェネティクス
第９回：ほ乳類のエピジェネティクス
第10回：細胞分化・個体発生とエピジェネティクス
第11回：ゲノム改変とエピジェネティクス
第12回：病気とエピジェネティクス
第13回：エピゲノム改変
第14回：まとめ

名

細胞情報制御学

潤

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
遺伝子組み換えを基に細胞・個体レベルでゲノムを操作するゲノ
ム工学と，転写調節機構として近年注目されているエピジェネティ
クスを操作するエピゲノム工学をあわせた，新しい学問としてのゲ
ノム機能工学の基礎について理解することを目標とする。
《授業の概要》
まずこの授業の根幹となる真核生物ゲノムの基本構造や各機能単
位の役割とともに，遺伝子組換えによるゲノム工学の基礎について
概説する。近年注目され始めたエピジェネティクスについては，様々
な DNA，ヒストンへのエピジェネティック修飾，それらの役割，
解析法，生物種間でのエピジェネティック制御の共通性や相違につ
いて解説する。これらを総合してエピジェネティクスを中心とした
細胞分化，個体発生，組み換え遺伝子の発現制御，エピゲノム改変
による細胞機能の変化，などについて主にほ乳類での最新の知見を
紹介する。

目

単位数
2単位

担当者
戸村

秀明

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
シグナル伝達系を構成する個々の要素が、どのようにお互いに作
用しあって生命現象を制御しているのかに主眼を置き、解説する。
《授業の到達目標》
細胞情報（シグナル伝達）を「システム」としてとらえ、その「シ
ステム」を制御することが、どのように私たちの生活に関わってい
るのかをグループワーク、プレゼンテーションを通して、理解する。
授業内容
第１回：シグナル伝達とは？
第２回：細胞内シグナル伝達系Ⅰ
第３回：細胞内シグナル伝達系Ⅱ
第４回：細胞間シグナルⅠ
第５回：細胞間シグナルⅡ
第６回：シグナル伝達と細胞増殖Ⅰ
第７回：シグナル伝達と細胞増殖Ⅱ
第８回：シグナル伝達と細胞接着Ⅰ
第９回：シグナル伝達と細胞接着Ⅱ
第10回：シグナル伝達と細胞周期―概論Ⅰ
第11回：シグナル伝達と細胞周期―概論Ⅱ
第12回：細胞周期の制御Ⅰ
第13回：細胞周期の制御Ⅱ
第14回：まとめ
講義内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意
この授業は「分子生物学入門」「遺伝学」「細胞生物学」の履修を
前提に講義を進めるので，必ず理解している必要がある。
準備学習（予習・復習等）の内容
エピジェネティクスを中心としたゲノム機能工学は，体細胞核初
期化や細胞の分化・脱分化・分化転換の分子メカニズムとして近年
注目を集めている分野ではあるが，今のところ一冊ですべてをカ
バーできる教科書がない。専門用語などについても授業中に初めて
聞くものがほとんどだと思われるが，授業で使うスライドは Oh-o!
Meiji にて閲覧できるようにするので，下に指定する参考書などと
ともに予習・復習することが望ましい。
教科書
特に指定しない。
参考書
入門書
『エピジェネティクス入門』佐々木裕之（岩波書店）
『エピジェネティクス - 新しい生命像をえがく』仲野徹（岩波新書）
『エピゲノムと生命』太田邦史（講談社ブルーバックス）
専門書
『エピジェネティクス：その分子機構から高次生命機能まで』田
嶋正二編（化学同人）
『エピジェネティクスキーワード事典』牛島俊和，眞貝洋一編（羊
土社）
『DNA メチル化研究法』塩田邦郎，服部中編（学会出版センター）

履修上の注意
シグナル伝達系を構成する個々の要素に関しては、すでに理解し
ているものとして授業を進めるので、「環境応答生物学」を事前に
履修しておくことを強く勧める。
準備学習（予習・復習等）の内容
教科書の内容を基準として、自ら他の資料を調べていく必要があ
る。
また調べたものをまとめて発表してもらう。そのため、資料の下
調べと発表準備が事前に必要である。
また発表前に、その内容をまとめ、提出してもらう。
教科書
『分子生物学講義中継 part2』 井出利憲著（羊土社）
参考書
特に指定はしない。

成績評価の方法
定期試験により評価するが，レポート等を課したときはそれも評
価対象とする場合がある。

成績評価の方法
発表・試験により評価する。レポートなどの課題を課した場合は、
発表・試験（８０％）、レポート等（２０％）とする。

その他
オフィスアワーは別途指示する。

その他
研究室：細胞情報制御学研究室（５号館４階４０７号室）
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科目ナンバー：(AG)BIO241J
科

目

名

動物再生システム学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)CBI394J
担当者
乾

科

授業内容
第１回：イントロダクション：動物の再生とは？
第２回：様々な動物の再生：相違点と共通点（ヒドラ、プラナリア、
節足動物、脊椎動物）
第３回：細胞の分化と形態形成
第４回：細胞間コミュニケーション
第５回：再生組織の細胞の起源
第６回：再生上皮
第７回：再生過程の制御因子
第８回：再生組織の形態形成
第９回：個体発生と組織再生
第10回：幹細胞と分化
第11回：組織幹細胞
第12回：再生医療１
第13回：再生医療２
第14回：再生医療３

名

生命科学実験Ⅰ

雅史

授業の概要・到達目標
失われた体の一部を回復するという再生現象は多くの動物種で見
られるが、その細胞・分子的なメカニズムは多様であり、また種ご
と・組織ごとに再生のポテンシャルは大きく異なる。我々ヒトがも
つ再生能力は限られているため、生命科学の知識や技術を用いた再
生医療による機能の回復が望まれる。本講義では前半に様々な動物
の再生現象の分子・細胞メカニズムや研究の歴史、受精卵からの形
態形成過程である個体発生の過程について講義する。後半では多能
性幹細胞や組織の恒常性を支える幹細胞、発生・再生・幹細胞研究
の成果を応用する再生医療について技術的・社会的な側面から現状
と課題を講義する。
様々な組織再生メカニズムについて類似点や相違点など分子細胞
レベルでの理解を深め、また個体発生、組織再生、再生医療の関係
について理解することを目標とする。

目

単位数
2単位

担当者
田中・浜本・
乾・長竹・
越水

授業の概要・到達目標
植物，動物および微生物を実験材料として用い，その取り扱い，
基本的操作，肉眼および顕微鏡による細胞・組織の観察，生体（ま
たは，その一部）を用いた生理機能，有用代謝産物に関する実験を
行う。
本実験・実習を習得することにより，植物，動物および微生物の
形態，構造および機能の実際を理解するとともに，生体材料の取り
扱い，基本的操作，および実験データの解析法を身に付け，生物の
基本である観察力を養うことを達成目標とする。
授業内容
※この実験授業については3・4限セットで1回と記載していま
す。
第１回：ガイダンス・安全教育（担当者全員）
第２回：マウス胚の観察・骨格標本作成（乾）
第３回：ツメガエル胚・ニワトリ胚の観察（乾）
第４回：植物の分裂組織と組織切片の観察（田中）
第５回：植物ホルモンによる細胞・組織の変化（田中）
第６回：培地作製と無菌操作，微生物の純粋分離（浜本）
第７回：アミラーゼ生産菌のスクリーニング，細菌細胞のグラム染
色と観察（浜本）
第８回：まとめ（担当者全員）

履修上の注意
・遅刻は認めない。
・第１回目に班分けを行うので必ず出席すること。
・実験用の白衣，実験ノートおよびスケッチブックを必ず用意する
こと。
・配付されるプリントを事前に熟読しておくこと。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容
講義後は授業中に配布するレジュメおよび講義のノートを見返
し、不明な点があれば次回の授業で質問すること
教科書
特に定めない

準備学習（予習・復習等）の内容
実験毎に配付するプリントの該当箇所を事前に読み，次回の実験
内容について参考書に目を通し，不明な部分があれば授業で質問す
ること。授業終了後は，実験ノートを振り返り，実験内容の復習を
すること。
教科書
教科書は指定しない。実験毎にプリントを配付する。

参考書
『ギルバート発生生物学』Scott T. Gilbert 著 阿形清和 高橋淑
子 監訳 （メディカル・サイエンス・インターナショナル社）
『Principles of Regenerative Biology』
Bruce M. Carlson 著（Academic Press 社）
『幹細胞』ジョナサン・スラック著 八代嘉美 訳 （岩波科学ラ
イブラリー）

参考書
『植物生理学』三村徹郎，鶴見誠二 編著（化学同人）
『ギルバート発生生物学』Scott T. Gilbert 著 監訳 阿形清和
高橋淑子（メディカル・サイエンス・インターナショナル社）
『実験応用生命化学』東京大学大学院農学生命科学研究科 応用
生命化学専攻・応用生命工学専攻編（朝倉書店）

成績評価の方法
期末試験70％と授業への貢献度30％で評価する。

成績評価の方法
３教員それぞれによる評価の平均を成績とする。評価方法はレ
ポート７０％，平常点３０％とする。

その他
生命科学科・動物再生システム学研究室

その他
レポートの提出期限を厳守すること。
オフィスアワーは別途指示します。

― 321 ―

科目ナンバー：(AG)CBI394J
科

目

名

生命科学実験Ⅱ

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)CBI394J
担当者

科

大鐘・戸村・
吉田・越水

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
生命の仕組みの本質は化学反応である。従って未知なる生命現象
を理解・探究するためには，化学の知識のみでなく，化学の実験手
法を熟知し，理論的に展開・立証することが重要で不可欠である。
《授業の到達目標》
本実験では，生命の主要な成分である糖類及び核酸に着目し，様々
な化学分析方法を学習するとともに，基礎的な化学実験の実践を通
して実験技術を習得することが目標である。
授業内容
第１回：全体ガイダンス・安全教育
第２回：化学分析用試薬・機器に関する取り扱い技術
第３回：酵素活性の測定
第４回：細胞からの DNA 単離、定量、分析
第５回：化学反応による核酸塩基の変換、検出法
第６回：糖の構造と酸加水分解
第７回：糖の還元反応と定量分析
この授業については3・4限セットで1回と記載しています。

履修上の注意
遅刻は認めない。白衣および実験ノートを必ず用意すること。第
１回目の講義にグループ分けを行うので，必ず出席すること。（無
断欠席の場合は，履修を断ります。）
準備学習（予習・復習等）の内容
春学期期間中に実施される「危険物取り扱い講座」（日時場所は
後日，学部掲示板にて連絡）を受講すること（成績評価対象講義）。

目

名

生命科学実験 Ⅲ

単位数
2単位

担当者
吉本・紀藤・
渡辺・吉竹・
佐藤

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
タンパク質の特性を理解し、その性質を応用した分離・分析と酵
素活性の計測を行う。
《授業の到達目標》
本実験では，生体成分に関する研究方法について，その原理を理
解するとともに基本的な技術を習得することを目標とする。
授業内容
第１回 a のみ：ガイダンス・安全教育（担当者全員）
第２回：タンパク質の分離・精製（イオン交換クロマトグラフィー）
①（渡辺）
第３回：タンパク質の分離・精製（イオン交換クロマトグラフィー）
②（渡辺）
第４回：タンパク質の分析（SDS-PAGE）①（渡辺）
第５回：タンパク質の分析（SDS-PAGE）②（渡辺）
第６回：タンパク質の同定（データ解析）（渡辺）
第７回：タンパク質の分離・精製①（アフィニティー精製）（紀藤）
第８回：タンパク質の分離・精製②（アフィニティー精製）（紀藤）
第９回：ウエスタンブロッティングによるタンパク質の検出と定量
①（紀藤）
第１０回：ウエスタンブロッティングによるタンパク質の検出と定量
②（紀藤）
第１１回：タンパク質の精製効率の解析（紀藤）
第１２回：タンパク質の抽出・精製（ゲルろ過クロマトグラフィー）
（吉本）
第１３回：タンパク質の定量（吉本）
第１４回：ザイモグラフィーによるタンパク質分解活性の検出（吉本）
第１５回：タンパク質分解酵素の活性測定（吉本）
第１６回：タンパク質分解酵素活性の解析（吉本）
（この実験は３・４限セットで１回とし記載しており、１週に２回
の実験を行います。）
履修上の注意
化学実験には，特に厳密さと丁寧さが要求されるので，慎重な態
度で臨んでほしい。また，単に技術の習得だけでなく，作業を通し
て知識や理論，あるいは物質についての理解を深めることも，実験
の重要な目的であるので，関連分野については自身で勉強するのが
望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
配布する実験マニュアルを事前に熟読し、実験操作をよく理解し
ておくこと。実験後には得られたデータを整理し、実験原理の理解
を深めること。

教科書
教科書は指定しない。
履修者には実験マニュアルを配布する。

教科書
使用しない。実験時にマニュアルを配布する。

参考書
特になし。
履修者には実験マニュアルを配布する。

参考書
使用しない。実験時にマニュアルを配布する。

成績評価の方法
平常点と実験レポートで評価する。

成績評価の方法
授業への参加度・授業での平常点およびレポートによって評価す
る。

その他
３教員に提出するそれぞれのレポートと平常点（出欠状況と実験
への参加態度）、および「危険物取り扱い講座」への出席によって
評価して成績（100％）とする。
オフィスアワーは別途指示します。

その他
オフィスアワーについては別途説明する。
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科目ナンバー：(AG)CBI394J
科

目

名

生命科学実験Ⅳ

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)IND412J
担当者

科

浅沼・河野・
中村・吉竹・
佐藤

授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
生命科学の分野で行われている様々な研究方法の中から，遺伝子
組み換え，微生物の遺伝子解析，実験動物を扱う基本的な実験を行
う。
≪授業の到達目標及びテーマ≫
「生命体の成り立ち」を理解するとともに，そのために必要な生
命科学研究に関連する実験技能を習得することがテーマである。具
体的な到達目標として、（１） 代表的な微生物を取り扱うことができ，
そこから必要な情報を取り出せる。（２） 遺伝子操作に関する基礎知
識を持ち，基本的な実験操作ができる。（３） 実験動物を適切に取り
扱い，適切な方法による観察・処置ができる。また，到達目標を達
成する過程において重要な （４） 実験方法の理論的背景，方法，実
験結果の処理と報告，考察，レポート作成ができるようになること
や，（５） これらの実験技術がどのように展開できるかを考慮に入れ，
実験・研究の進め方を習得することも到達目標として設定している。
授業内容
第1週目に，ガイダンスとして本実験に関わる遺伝子組換えや動
物実験に関する法令についての説明を含めた安全教育を行い，学生
実験の説明，諸注意を与える。実験実施はクラス単位で3グループ
に分かれ，各グループは，浅沼，中村，河野の3教員がそれぞれ行
う計5回のコース（A，B，C）を順番にすべて履修する。
第1回：ガイダンス・ヒト共生細菌からの遺伝子抽出（A：浅沼）
第2回：ヒト共生細菌の塩基配列決定（A：浅沼）
I
第3回：遺伝子情報に基づいた共生細菌の多様性解析 （A：浅沼）
第4回：遺伝子情報に基づいた共生細菌の多様性解析 II（A：浅沼）
第5回：共生細菌の乳酸生成能の解析（A：浅沼）
第6回：ガイダンス・動物の個体識別と手術（B：中村）
第7回：本能行動の観察と解剖（B：中村）
第8回：動物組織切片の作成（B：中村）
第9回：動物組織切片の染色（B：中村）
第10回：動物組織切片の観察（B：中村）
第11回：ガイダンス・遺伝子導入とマウス組織の回収（C：河野）
第12回：組換え体の確認・大腸菌培養，PCR（C：河野）
第13回：プラスミド調整と酵素分解（C：河野）
第14回：PCR と制限酵素分解物の電気泳動と評価（C：河野）
第15回：グループによる実験結果の発表（C：河野）
3つのグループは，上記の A,B,C のコースを異なった順序・日程
で演習する。
実験レポートの提出期限は実験日時，教員毎に異なる。
履修上の注意
遅刻は欠席と見なし，単位取得には原則として全回出席が必須で
ある。レポートは全てのコースについて提出することが必要条件で
ある。実験に集中し，実験操作の結果を注意深く観察し，結果に至っ
た原因を考察し，自然科学に対する好奇心を育成することが必要で
ある。実験に集中できない学生には退出を命じる。
準備学習（予習・復習等）の内容
初回のガイダンス時に配布する実験テキストをあらかじめ熟読
し，当日の実験に備えること。また，各実験終了後には実験の結果
をまとめ，考察を忘れないこと。
教科書
なし

目

名

文献調査・特別研究
（卒論）

単位数

担当者

8単位

生命科学科専
任教員

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
与えられた制約のもとでの問題解決に必要なデザイン能力の養成
や専門知識の応用力を身につける。文献調査では，自主的・継続的
に特別研究のテーマに関連した情報の収集を行って特別研究に活か
すとともに，プレゼンテーション能力を身につけることを目的とし
ている。
《授業の概要》
教員の指導のもとで，研究テーマの設定と実験計画の立案を行い，
研究遂行に必要な情報を収集しながら２年間に亘って実験を遂行す
る。得られたデータをもとに論文を取りまとめ，学科の卒論発表会
で発表する。
食糧生産・環境コースにおいては学習・教育目標のＡ・Ｆ・G・
H に対応する科目である。
授業内容
テーマにより内容が異なるため，指導教員と相談して決定する。
履修上の注意
食糧生産・環境コースの学生は必修科目である。
２年次終了時において，研究室が「履修していることが望ましい」
としている以下の科目がある。
作物学研究室
「作物学概論」「農学実験Ⅰ」
野菜園芸学研究室
「園芸学概論」「農学実験 IV」
花卉園芸学研究室
「園芸学概論」「農学実験 IV」
植物育種学研究室
「遺伝学概論」
応用昆虫学研究室
「植物保護学概論」「農学実験 III」
動物遺伝資源学研究室
「動物遺伝資源学」「農学実験 II」
動物生産学研究室
「基礎動物生産学」
動物環境学研究室
「動物行動学」
土地資源学研究室
「農学実験 VI」
水資源学研究室
「農学実験 VI」
応用植物生態学研究室
「緑地学入門」「農学実験 V」
環境デザイン研究室
「図学」「緑地学入門」「農学実験 V」
環境気象学研究室
「緑地学入門」「環境気象学」「農学実験 V」
準備学習（予習・復習等）の内容
指導教員の指示に従うこと。
教科書
特に指定しないが，指導教員と相談する。

参考書
なし
成績評価の方法
成績は3教員による成績評価値の平均を持って判定する。教員に
よる成績評価はレポート（50%），実験中の態度および参加度（50%）
で行う。
その他
オフィスアワーは特に定めない。質問等は教員にメールでコンタ
クトし，適宜に直接の質疑応答を行う。

参考書
特に指定しない。
成績評価の方法
研究姿勢40％，発表30％，論文30％の割合で評価する。なお，評
価は関連分野の複数の教員で行う。
その他
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食料環境政策学科

食料環境政策学科

科目ナンバー：(AG)AGE191J
科

目

名

食料環境政策学を学ぶ

科目ナンバー：(AG)AGE131J

単位数

担当者

科

2単位

食料環境政策
学科教員

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
今日，めまぐるしく変化する現代経済・社会のなかで，「食と農」
「環境と資源」の問題やその社会的役割が改めて問われている。こ
の講義のねらいは，食料環境政策学科でこれから学ぼうとする初学
者（１年生）を対象に，主に「食と農」や「環境と資源」をテーマ
とした部分について，まず社会科学的なものの見方，考え方を身に
つけ，問題意識を醸成することにある。
《授業の概要》
当該学科に所属する専任教員によるオムニバス方式の授業であ
る。よって，各担当者が１回ずつ，それぞれの専門分野の立場から
こうした「食と農」や「環境と資源」の現代的問題を切り口に，そ
れぞれの学問体系の基礎を平易に概説することが本講義の特徴であ
る。
授業内容
第１回 イントロダクション（大江）
第２回 農業のもつ特質を経営的な視点で考える（竹本）
第３回 農村の現場から農業・農村政策の展開を考える（橋口）
第４回 途上国の食と農を考える（暁剛）
第５回 環境問題は何故生じるかを考える（廣政）
第６回 大学生の地域連携活動から社会的価値の共創を考える（本
所）
第７回 地域社会と使われない土地のゆくえを考える（片野）
第８回 食ビジネスを経済学の視点から考える（中嶋）
第９回 食料の貿易と国際ルール（作山）
第10回 農業・資源環境問題を考える（藤栄）
第11回 フードシステムとは何か：牛乳・乳製品から考える（大江）
第12回 共有資源と経済，および人間関係（岡）
第13回 環境保全型農業の政策と実態：ドイツの現場から（市田）
第14回 地域問題と地域ガバナンスを考える（小田切）

目

名

食料環境政策入門

単位数
2単位

担当者
作山

巧

授業の概要・到達目標
＜授業の概要＞
予備知識を持たない1年生を対象に、日本の食料・農業・農村の
現状とそれらに関する政策の動向を中心に講義する。農林水産省に
行政官として25年間勤務し、本授業の教科書である『食料・農業・
農村白書』も執筆した教員の体験談を随所に交えた講義を行う。ま
た、同白書の最新版を執筆した農林水産省の現役官僚をゲスト講師
として招き、特集を解説してもらう。
＜授業の到達目標＞
食料・農業・農村の現状を把握した上で、それらが直面する問題
点や解決すべき政策的な課題について包括的に学習することによっ
て、2年次以降の専門的な科目の履修に必要な知識を習得する。
授業内容
第１回 a のみ：イントロダクション
第２回 食料自給率と食料消費の動向）
第３回 輸出等の新たな需要の開拓
第４回 食育と食品の安全確保
第５回 食料安全保障の確立と国際交渉
第６回 農業の担い手の育成と確保
第７回 担い手への農地集積と農業生産基盤整備
第８回 特集（ゲスト講師の講義）
第９回 畜産物と園芸作物の動向
第10回 耕種作物と工芸作物の動向
第11回 ＧＡＰとイノベーションの促進
第12回 環境政策の推進と農業関連団体
第13回 田園回帰と農村発イノベーション
第14回 鳥獣被害対策と農村を支える新たな動き

※担当教員の校務等の都合で順序が前後することがある。

履修上の注意
受講生は関心ある分野を見出し，２年次以降のプロジェクトゼミ
やゼミナールの選択時に役立ててほしい。
ノートと配付資料をまとめるファイルを準備することをお薦めする。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習としては，参考書のうち各回の該当箇所（担当教員の執筆箇
所）を読んでおくこと。
復習としては，各回の授業内容をノートにまとめること。
教科書
特になし

履修上の注意
受講に当たって特段の予備知識は前提としない。
準備学習（予習・復習等）の内容
教科書とそれをベースとした講義資料はクラスウェブに掲載され
ており、事前に読んだ上で受講すること。また、講義時の小テスト
と講義後の感想の提出を毎回行う。
教科書
『令和4年版食料・農業・農村白書』農林水産省編（農林統計協会）
2022年
※農林水産省のウェブサイトに掲載されているため、購入は任意
である。

参考書
明治大学農学部食料環境政策学科編『食料環境政策学を学ぶ』（日
本経済評論社）

参考書
『知識ゼロからの現代農業入門』八木宏典監修（家の光協会）
2019年

成績評価の方法
毎回の授業時のレポートの評価点を合計して成績評価を行う。

成績評価の方法
毎回の小テスト・感想の提出（50％）と定期試験（50％）により
評価する。

その他
問い合わせ先は次の研究室まで。
→農業政策論研究室（３号館４階413A 号室）：橋口卓也
資源経済論研究室（３号館４階415A 号室）：藤栄剛

その他
オフィスアワーは木曜日3限であり、それ以外の時間帯を含めて
面談を希望する場合は、事前に教員宛（sakuyama@meiji.ac.jp）に
メールを送付し、アポイントメントをとること。
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科目ナンバー：(AG)ECN111J
科

目

名

経済学入門

科目ナンバー：(AG)ECN111J

単位数
2単位

担当者
岡

科

授業内容
第１回：ミクロ経済学とマクロ経済学とは何か。交換、希少性、機
会費用を中心に。
第２回：需要と供給とは。消費者の限界効用。
第３回：企業の限界費用。市場メカニズム。
第４回：労働市場。独占・寡占は何をもたらすか、なぜ起こるか。
第５回：ゲーム理論。外部性。環境問題の経済学的理解。
第６回：不完全情報の世界と食料環境問題。
第７回：GDP・三面等価の原則。経済書指標の見方。
第８回：有効需要。非自発的失業。ケインズ。
第９回：貯蓄と投資。政府の役割。
第10回：財政政策、IS － LM 分析、金融政策、ハイパワードマネー。
第11回：景気と失業。循環的失業と構造的失業。
第12回：インフレ・デフレ。バブル経済とその崩壊。
第13回：経済成長・国際経済。比較優位。円高・円安の功罪。
第14回：経済政策の実例 まとめ

名

マクロ経済学

通太郎

授業の概要・到達目標
ミクロ経済学では需給曲線の意味および市場の失敗、マクロ経済
学では景気と失業の理論および成長理論と環境経済政策を軸としつ
つ理論と実例を交えながら解説する。
ミクロ経済学とマクロ経済学の入門レベルを習得したうえで、現
代社会の諸経済課題を理解するのに必要な最新の経済理論学習への
基礎作りを目指す。

目

単位数
2単位

担当者
廣政

幸生

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
マクロ経済学は経済学の基礎科目である。マクロ経済学を理解す
る目的は，世の中の経済の動きを理解することにある。とりわけ，
日本経済の状況を把握し，生じている経済問題の要因と，克服のた
めの経済政策のあり方を理解することは，今後，本学科で学ぶ全て
の基礎的な知識を習得することになり，将来、社会人の教養となる。
《授業の概要》
経済関係のニュース，新聞記事，マスコミに取り上げられる経済
状況、用語が理解できるよう解説を行う。日本経済の状況、世界経
済とくに他国との経済関係を理解できるように解説する。
授業内容
第1回：マクロ経済学とは - 経済現象の見方と意義 第2回：マクロ経済学とは - マクロ経済指標の見方 第3回：マクロ経済学とは - カネは天下の回りもの 第4回：GDP の概念 （1） - 国民経済計算（基礎の考え方）第5回：GDP の概念 （2） - 国民経済計算（景気の見方）第6回：GDP の概念 （3） - 国民経済計算（名目と実質）第7回：GDP の概念 （4） - 国民経済計算（豊かさとは）第8回：財市場 （1） - 財市場の構成 第9回：財市場 （2） - 有効需要の原理と財政政策 第11回：貨幣市場 （1） - 貨幣とマネーサプライ 第12回：貨幣市場 （2） - 中央銀行の金融政策 第13回：開放マクロ （1） - 外国為替市場 第10回：開放マクロ （2）  - 国際収支 第14回：a 市場と政府の役割

履修上の注意
日頃より、経済ニュースに興味を持ち、世の中の経済の仕組みを
考えるよう心掛けること。
履修上の注意
時事問題を事例に解説することが多いので出席を心がけること。

教科書
特に定めないが、プリントは配布する。参考書のいずれかは手元
にあるとよい。

準備学習（予習・復習等）の内容
前回の講義の内容を1行でまとめてくること。
教科書
井堀利宏『大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる』KADOKAWA
参考書
特になし

準備学習（予習・復習等）の内容
毎日，新聞の経済欄を読むこと。

参考書
「マクロ経済学」アセモグル・レブソン・リスト著，岩本康志訳（東
洋経済新報社）
「世界のエリートが学ぶマクロ経済入門 」デヴィッド・モス著 , 久
保 恵美子 訳（日本経済新聞社）
「GDP――〈小さくて大きな数字〉の歴史」ダイアン・コイル 著 ,
高橋 璃子 訳（みすず書房）

成績評価の方法
学期末に行われる試験において評価する。

成績評価の方法
学期末試験（60％），新聞に関するレポート（20％），リアクショ
ンペーパー（20％）によって評価する。

その他

その他
環境経済論研究室（３号館４階 3-425Ａ）
hiroy@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)ECN111J
科

目

名

政治経済学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGE131J
担当者
橋口

科

卓也

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
マルクス経済学上，最も著名な書物は，いうまでもなく『資本論』
であるが，本講義では，その要点をできるだけ分かりやすく解説す
るとともに，現代経済・現代社会とを繋ぐ接点についてもふれる。
《到達目標》
本講義で取り扱う「政治経済学」は，古典派経済学の成果を踏襲
しつつ，それらへの批判から生まれた「マルクス経済学」的視点に
基づく。それは資本主義経済の歴史的理解と，政治体制，経済体制
への批判的考察を中心に形成されてきたものである。本講義では単
にマルクスの唱えた経済理論をなぞるのではなく，現代社会の抱え
る諸問題をも視野に入れ，社会事象を複眼的に観察する視点を養う
ようにしたい。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：「政治経済学」の経済学史上の位置づけ
第３回：資本主義成立期の社会の特徴
第４回：商品とは何か
第５回：価値とは何か
第６回：貨幣とは何か
第７回：資本とは何か
第８回：労働力商品の特殊性
第９回：剰余価値について
第10回：「地代論」の世界
第11回：「政治経済学」的視点からの農業問題―農民層分解―
第12回：「政治経済学」的視点からの農業問題―集団農場―
第13回：「政治経済学」的視点から見た現代社会
第14回：総括と質疑応答

目

名

単位数

担当者

政策科学入門

2単位

小田切徳美

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
食料環境政策学は「食料」と「環境」という現代的なキーワード
に彩られている。しかし，それと同時にこの分野で大切なのは「政
策」である。この場合の「政策」とは，国や市町村の施策を意味す
る狭い概念ではない。むしろ，問題の所在を科学的につきとめ，そ
れに対して「どうしたらよいのか」と問い，解決策を提示し，実践
を支援するという幅広い概念である。政策科学とはこうした，問題
把握―原因解明―解決策の提示―実践（支援）―解決策の評価とい
う一連の過程を含んでいる。本講義では，様々なトピックス（地域，
農業，食料，環境）を取り上げ，それに対してその分野でいかなる
処方箋が打ち出されてきたのかという現実を素材として，政策科学
の概要を講述する。本講義は「入門」講義であり，食料環境政策学
科の１〜２年生を主な対象とする。
《授業の概要》
政策科学は問題を抱える「現場」にこそ，存在するものに他なら
ない。そこで，本講義では食料，環境，農業，地域の各分野のトピッ
クスを取り上げたうえで，生きた政策科学のあり方を検討する。
授業内容
第１回：政策科学とは何か
第２回：食料問題と政策〈1〉
第３回：食料問題と政策〈2〉
第４回：地域問題と政策〈1〉
第５回：地域問題と政策〈2〉
第６回：農業問題と政策〈1〉
第７回：農業問題と政策〈2〉
第８回：環境問題と政策〈1〉
第９回：環境問題と政策〈2〉
第10回：環境問題と政策〈3〉
第11回：政策科学と実態調査
第12回：政策科学と統計分析
第13回：政策科学と政策評価
第14回：講義の振り返り
※講義内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意
内容を理解するために，連続して講義を受講することが望ましい。
やむをえず，実習等で欠席した場合も，内容把握に努めること。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習については，前回講義の終わりに重要なキーワードを提示す
るので，それらについて事前に自分なりに調べてくること。ノート
や配布プリントに基づいて，講義内容を十分に理解するように，復
習すること。

履修上の注意
授業中の私語等は厳禁とする。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義で配布するレジュメ（Oh-o! Meiji のクラスウエブを利用する
こともある）を再読して、疑問等があれば次回講義の場で質問をし
ていただきたい（リアクション・ペーパーに書いても可）。
また、次回の内容の目的・目標を講義の最後に触れるので、関連
情報の事前収集を予習として行うこと。

教科書
特に指定しない。必要に応じてプリント等を配布する。

教科書
教科書は指定しない。毎回の講義で配布するプリント等（講義レ
ジュメ）をテキストとする。

参考書
・北村洋基『改定新版 現代社会経済学』（桜井書店，2013年）
・松石勝彦編著『現代の経済学入門』（同成社，2010年）
・小幡道昭『経済原論 基礎と演習』（東京大学出版会，2009年）
・若森章孝・小池渺・森岡孝二『入門・政治経済学』（ミネルヴァ書
房，2007年）
他，適宜，講義の中で紹介する。

参考書
参考書は指定しない。

成績評価の方法
小テスト等を実施する可能性があるが，それら自体は最終的な成
績には反映しない。成績評価は定期試験100％とする。
その他
《担当教員連絡先》
研究室（第一校舎３号館４階，３－413Ａ，Tel：044-934-7121）
e-mail：hashiguchi.takuya@nifty.com

成績評価の方法
１．学期末試験を行い，それによって評価する（定期試験100％）。
ただし、毎回、講義内容に関する感想（質問も含む）を書くリ
アクション・ペーパーの提出機会を作り（提出は任意），その
内容が優れたものを，次回の講義で紹介すると同時に，成績の
加点要素とする（最大２０点）。
２．本講義は、食料環境政策学科の「入門」講義であり、１〜２年
生を主な対象としている。したがって、入門期を修了した同学
科の３～４年生は，より高い基準による成績評価となる。
その他
地域ガバナンス論研究室（３号館４階 3-420Ａ）
odagiri@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)SOC111J
科

目

名

社会学入門

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)STA111J
担当者
市田

科

授業内容
第１回：社会とは何かを考える：イントロダクション
第２回：自己と他者
第３回：家族と社会 （１）：概念と実態
第４回：家族と社会 （２）：家族の変容
第５回：地域社会を考える
第６回：情報と社会
第７回：食と社会
第８回：都市と農村 （１）：概念
第９回：都市と農村 （２）：実態
第10回：ジェンダーと社会 （１）：ジェンダーの視点
第11回：ジェンダーと社会 （２）：多様な性
第12回：消費社会を考える （１）：「消費社会の神話と構造」再考
第13回：消費社会を考える （２）：「孤独な群衆」再考
第14回：まとめ

名

統計学入門

知子

授業の概要・到達目標
社会学は近代化以降、個人と個人の関係、社会と個人の関係の中
法則性を見出す学問として発展してきた。本講義では現代日本社会
を中心に、家族、地域社会、国家などの主体や主体相互の関係がど
のように変化してきたのかを、都市と農村、ジェンダーなどの具体
的な問題に即して理解する。
到達目標：
社会学的な考え方を習得する。

目

単位数
2単位

担当者
藤栄

剛

授業の概要・到達目標
「ビッグ・データ」や「データ・サイエンス」といった言葉を耳
にしたことがあるのではないでしょうか。現代社会では、これまで
以上にデータの情報量が増加し、パソコンをはじめとするコン
ピュータの普及によって、情報処理能力は飛躍的に向上している。
多量の情報から、社会現象を説明する規則性や法則性を見いだし、
それらをベースに企業の販売戦略や政策の立案などの意思決定に活
かすためには、統計学の基礎知識は不可欠である。本講義では、統
計学の基礎的知識・手法を概説する。本講義の目標は、今後の専門
科目の履修、フィールドワーク実習でのデータの取りまとめや卒業
論文作成などに、統計学の基本的な考え方を活用できるようになる
ことである。
授業内容
第１回：イントロダクション－統計学とは－
第２回：度数分布と平均 （1）
第３回：度数分布と平均 （2）
第４回：データの散らばり
第５回：ローレンツ曲線とジニ係数
第６回：相関係数
第７回：回帰分析 （1） －最小二乗法－
第８回：回帰分析 （2） －重回帰分析－
第９回：確率変数と確率分布
第10回：推測統計－母平均の区間推定－
第11回：仮説検定 （1） －その考え方－
第12回：仮説検定 （2） －母平均の検定－
第13回：仮説検定 （3） －母平均の差の検定－
第14回：まとめ
履修上の注意
履修にあたって、高度な数学的知識は不要であるが、講義内容を
理解するための意欲と努力は不可欠である。講義では、数理的な表
現を可能な限り避け、文系学生にとって理解しやすい内容となるよ
う、努める。なお、高校数学Ⅱ B 程度の知識があれば、授業内容
の理解に資する。
準備学習（予習・復習等）の内容
統計学の習得には、演習が重要です。繰り返し演習を行うことで、
理解が進みます。配付資料を振り返り、適宜復習すること。特に、
数学に苦手意識を持つ者は、復習が必須である。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容
①講義中に指示をした文献やテキストの該当箇所を読むこと
②講義後に資料等を確認し、不明な点は次回の講義で質問すること
教科書
指定しない。
参考書
好井裕明『「今、ここ」から考える社会学』ちくまプリマ―新書、
2017
   友枝敏雄・樋口耕一・平野孝典編『いまを生きるための社会学』
丸善出版、2021
ほか
成績評価の方法
授業への参加度合（レポートを含む）が20%、定期試験が80%
その他
環境社会学研究室（3号館4階）
Email: ichida@meiji.ac.jp
研究室 HP: https://www.ichidato.jp

教科書
使用しない。変更がある場合には、初回講義時に指示する。
参考書
鳥居泰彦『はじめての統計学』日本経済新聞社、1994.
白砂堤津耶『例題で学ぶ 初歩からの統計学 第2版』日本評論社、
2015.
宮川公男『基本統計学 第4版』有斐閣、2015.
その他参考書については、講義時に指示する。
成績評価の方法
期末試験と講義時の演習（レポート）で評価する。演習は初回と
最終回の講義を除き、原則毎回実施する。なお、変更がある場合に
は、初回講義時に指示する。ただし、オンライン講義が主体となっ
た場合など、講義形態の変更が生じる場合には、評価方法を変更す
ることがある。変更する場合には、講義時に指示する。なお、コロ
ナウイルス感染拡大が生じた昨年度は、講義後に提出する演習問題
（レポート）のみで評価した。今年度も同様の方法で評価する可能
性があります。
その他
資源経済論研究室（３号館４階 3-415A）
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科目ナンバー：(AG)MAN191J
科

目

名

経営学入門

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)ACC111J
担当者
竹本

科

授業内容
第１回 経営学とは何だろうか
第２回 経営学と経済学，経営学の略史
第３回 科学的管理法とフォーディズム
第４回 働く人の気持ちを考える－人間関係論など－
第５回 法人化と会社
第６回 経営組織と管理
第７回 経営戦略
第８回 経営理念と組織文化
第９回 マーケティング
第10回 事業構造と多角化
第11回 リーダーシップ
第12回 雇用制度
第13回 日本的経営の特質
第14回 講義内容の総括とポイント整理

単位数
2単位

担当者
本所

靖博

授業の概要・到達目標
＜授業の概要＞
・テーマ：ビジネス社会の３大必須言語の１つ（＝経済がわかる会
計）のいろはを学ぶ
（1） 会計は経済主体が行う経済活動を見える化（情報化）するビジ
ネス言語の１つです。
（2） この言語（会計言語）は簿記という方法で作成され，財務諸表
という形で表現されます。
＜到達目標＞
簿記のしくみと財務諸表の読み方をマスターし，経済がわかるよう
にすることを到達目標とします。
授業内容
第1回（4/13）：会計へのいざない（授業の進め方と学習の動機づ
け）
第2回（4/20）：簿記の基礎 （1）：簿記の全体像
第3回（4/27）：簿記の基礎 （2）：B/S と P/L
第4回（5/11）：簿記の基礎 （3） 複式簿記のしくみ
第5回（5/18）：簿記の基礎 （4） 仕訳と転記
第6回（5/25）：簿記の基礎 （5） 決算手続き
第7回（6/1）：簿 記の基礎 （6） 商品売買の記帳方法と簿記のま
とめ
第8回（6/8）：農業簿記
第9回（6/15）：中間テスト（試験範囲：第2回～第7回）
第10回（6/22）：財務諸表の読み方 （1）
第11回（6/29）：財務諸表の読み方 （2） －収益性分析の基礎－
第12回（7/6）：財務諸表の読み方 （3） －収益性分析の応用－
第13回（7/13）：財務諸表の読み方 （4） －安全性分析－
第14回（7/20）：財務諸表の読み方 （5） －まとめ－
※ COVID-19対応によりオンライン授業を併用する場合があります。
※第1回の授業で詳細な授業計画表を配付します。
履修上の注意
初回の授業に出て，学習の動機付けに基づいて履修することと，
よい授業にするための環境づくりに協力してくれれば，特にありま
せん。（対面授業の場合は座席登録制とメリハリある授業環境への
協力）

履修上の注意
経済学や社会学とともに学ぶようにして，広い視野を養うように
して下さい。農業マネジメント論を履修しようと考えている人は，
1年次に履修するようにして下さい。
準備学習（予習・復習等）の内容
経営は生きものと言われることもあり，常に動いています。ニュー
スや新聞記事から「いま」の動きを捉えて下さい。
教科書
特に定めません。
参考書
『ゼミナール経営学入門・第３版』伊丹・加護野著（日本経済新
聞社）
『１からの経営学』加護野・吉村編著（中央経済社）
『テキスト経営学 [ 第３版 ]』井原久光著（ミネルヴァ書房）
他にも授業において紹介します。
成績評価の方法
講義中に提出するレポート（30％），講義への貢献度（20％），学
期末試験（50％）で評価します。
その他
オフィスアワー：金曜日（原則として隔週）13時〜13時30分
農業マネジメント論研究室（３号館４階 3-417Ａ）
takemoto@meiji.ac.jp

名

会計学入門

田持

授業の概要・到達目標
初めて学ぶ経営学という観点から，経営学の基礎的な内容につい
て講義します。経営学とは，実際に企業経営をするため，起業する
ためだけに必要なのではありません。雇用される立場として，経営
の仕組みを理解しておくことはもちろん大切ですし，私たちが所属
する組織や社会全体においても，また生活においても，経営学の見
方や考え方が役立つことがあります。
企業経営を土台に，事例を織り交ぜながら，幅広く客観的に経営，
マネジメントについて理解を深めていきます。そして，農業マネジ
メント論その他の科目に有益な基礎的知識を修得することを目指し
ます。

目

準備学習（予習・復習等）の内容
毎回のレジュメにある例題，練習問題を復習することが望ましい。
簿記や経営分析に関する初学者向けの本を読んでおくと理解が深ま
るに役立ちます。
教科書
教科書は使用せず，レジュメを配付します。
参考書
桑原知之著『サクッとうかる日商３級』（ネットスクール出版）
大原簿記学校・日本ビジネス技能検定協会編『農業簿記検定教科
書3級（第2版）』（大原出版）
大阪商工会議所編『ビジネス会計検定試験公式テキスト3級［第4
版］』（中央経済社）
成績評価の方法
平常点40％，中間試験20％，期末試験40％で評価する。
ポイント制：合計ポイント（200p）＝平常点（80p）＋試験（120p）
※オンライン授業の場合は成績評価の内訳を変更する場合があり
ます。
▼平常点：
・コメントカードのやりとり（１回の授業につき0-5p）
・平常点64p 以上を S・Ａの必要最低条件とし，40p 未満は F とし
ます。
▼テスト：中間試験40p 満点，期末試験：80p 満点
ただし，期末試験が40点未満のものは基準ポイントに達していて
もＦとします。
▼加点ボーナス：
農業簿記検定受験または合格者には平常点に加点します。
▼最終成績：
S（180p 以上）、A（160p 以上）、B
（140p 以上）、C（120p 以上）、F
（120p 未満）、T（未受）
その他
研究室：３号館４階の3-412A，E-mail：honjo@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)ECN181J
科

目

名

社会経済史入門

科目ナンバー：(AG)SOC151J

単位数
2単位

担当者
中村

科

授業内容
第１回：ａのみ：イントロダクション（グローバル・ヒストリーと
は）
第２回：アジア域内交易と大航海時代
第３回：近世東アジアの国際環境①（中国）
第４回：近世東アジアの国際環境②（日本）
第５回：インドの植民地化とイギリス
第６回：イギリス産業革命
第７回：「パクス・ブリタニカ」の時代
第８回：アジアの近代化①（中国・タイ）
第９回：アジアの近代化②（日本）
第10回：アジア経済のモノカルチャー化と再編
第11回：両大戦間期の世界経済
第12回：両大戦間期の日本経済
第13回：戦後世界経済の再建と動揺
第14回：グローバル経済の現在

履修上の注意
日本史や世界史の知識は必要としない。歴史に関心のある学生の
履修を望む。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に配布するレジュメをよく見直し、不明なことについては
質問すること。

単位数
2単位

担当者
片野

参考書
杉山伸也（2014）『グローバル経済史入門』岩波書店
成績評価の方法
試験（70％）と毎回の講義の最後に実施する小レポート（30％）
で評価する。

洋平

授業の概要・到達目標
本講義では、社会調査の基礎知識や方法を習得し、社会調査を実
践できる力と社会調査の結果を読みとく力を身につけることを目標
とする。
様々な情報や複雑に絡み合う社会を、どのように観察し、どのよ
うに分析し、あるいはどのように理解していけばいいのだろうか。
もっとシンプルに表現すれば、「事実に基づいて自らの考えを形作
ることは」どうしたら可能であろうか。
本講義では、これまで人類が作り上げてきた科学的思考の基礎的
な部分のうち、人々や社会を対象とする社会科学の思考様式の基礎
的な部分を学習することを狙う。
さらに、本講義で得た知見は、学生諸君が社会人になったあと、
「正しく未来を予測する」（データをもとに原因の推論を行う）「思
いやりをもった人間になる（他社の合理性を理解する）」という人
生における「徳」と関係してくるであろう。
授業は、1年生にもわかりやすく興味をもっていただけるように
工夫して行う。こうした目的から本授業のサブタイトルは「大学の
授業なんて単位さえとればどうでもいいと思っているフツーの大学
生のための社会調査法入門」とする。ゆるいサブタイトルだが、内
容はゆるくない。
授業内容
第１回 大学の授業って意味なくない？
内的動機 今日か
らできる 得する TIPS
第２回 わかっているけどやめられない
得する TIPS 続き
事実と意見 根拠と主張 論拠
第３回 かしこそうにみせるわざ
素朴な観察と見せ
方１ 量的調査の基礎
第４回 さりげなくぐいぐいいく
素朴な観察と見せ
方２ 質的調査の基礎
第５回 おかゆにミルクをかけたようなやつ
概念化 比較
第６回 とりあえずこれでいく それが大事
仮説と問い
第７回 うそをつくとき右肩がちょっと動く
相関関係
第８回 ラッキーからハッピーへ
因果関係
第９回 あなただけのラッキーの探し方
アンケート調査の
実際 質的調査の実際
第１０回 絶対ハッピーになるために
クロス集計 質的
調査結果の見方
第１１回 オオカミ少年はさびしかった
質的調査の意義と
目的
第１２回 おもいやりがあると絶対もてるから
質的調査の分析の
実際
第１３回 地味にスゴイ！校閲ガール
読み書きのツボを
押さえる
第１４回 図書館に鉄パイプを持ち込まないでね 調査でやってはい
けない NG 集 これまでの授業のまとめ
※講義内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
本講義が目指すのは，調査研究の目的に応じて，具体的な調査方
法を自ら選択し，実行できる力を身につけることである。講義で学
んだことを実践することが必要で、授業で学習したことを授業時間
以外でも工夫して実践することが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習・復習については適宜，授業で提示する。
「社会で起きている問題とは何か？」，「どうしたら解決できるの
か？」といった意識を持って授業に臨むこと。
教科書

教科書
指定しない。講義レジュメを配布する。

その他

名

社会調査法入門

塑

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標》
わたしたちが生きている現代の世界にはなぜ一方に富裕な国々が
あり，他方に貧困や飢餓に苦しむ国々があるのだろうか。近年注目
される地球的規模の環境破壊はどのようにして生じてきたのだろう
か。本講義では，国や地域を超えたグローバルな問題が形成されて
きた歴史的過程について理解することを目標とする。
《授業の概要》
今から500年以上前の大航海時代から現代に至るまでのヨーロッ
パとアジアの関係に特に注目する。ヒト・モノ・カネ・情報は地球
の上でいかなる動きをし，日本は世界とどのような付き合いをして
きたのかについて解説する。

目

参考書
・『創造の方法学』高根正昭 講談社現代新書
・佐藤郁哉箸『社会調査の考え方（上・下）』東京大学出版会
・西内啓著『一億人のための統計解析』日経 BP 社
上記に加え，必要な場合は授業内で紹介する。
成績評価の方法
小レポートなど課題：20％，テスト：80％
オンライン授業となった場合別途指示する予定である。
その他
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科目ナンバー：(AG)AGR191J
科

目

名

農学入門

科目ナンバー：(AG)ENV191J

単位数

担当者

2単位

農場教員

科

名

環境学入門

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農業・食料・環境の社会科学および自然科学を学ぶ学生で，農業
技術に関する基礎知識がほとんどない学生が，日本農業の現状を学
び，問題点を理解する場とする。受講により農業に対する基礎知識
が修得でき，大学における農業技術や農業経営の理解力が向上し，
農学教育や研究に寄与することを目的とする。
《授業の概要》
農業の概要を理解するために，稲作・畑作・園芸・畜産等の様々
な形態の農業の基礎知識と肥料や農薬の役割を紹介するとともに，
植物工場やバイオテクノロジー利用の先端的農業，食の安全をめざ
した環境保全型農業など多様な農業活動を紹介する。さらに地球環
境や食料問題などの課題についても紹介し，これからの農業のあり
方を考える。
授業内容
第1回 ガイダンス 玉置
第2回 伝播からみる作物、家畜の歴史 小沢
第3回 作物をとりまく地・気象環境 小沢
第4回 植物の栄養と土壌の基礎知識 蜷木
第5回 土壌と農業 蜷木
第6回 作型と露地栽培 川岸
第7回 施設栽培 川岸
第8回 農業の様式 （１） 慣行農業 伊藤
第9回 農業の様式 （２） 先端的農業 伊藤
第10回 農業の様式 （３） 持続可能型農業 伊藤
第11回 農業の発展と諸問題 （１） 農地の現状と環境問題
第12回 農業の発展と諸問題 （２） 里山管理 甲斐
第13回 農業の６次産業化 徳田
第14回 まとめ 玉置

目

甲斐

単位数

担当者

2単位

コーディネーター
岡

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
環境学の分野を農学および社会科学の視点から理解することが目
的である。農業（自然）に関連した身近な環境について学び，環境
と人間生活の関わりを考えながら，環境問題にどのように対処する
かを考察し，２学年以降に学ぶ科目の基礎とする。
《授業の概要》
農学，資源経済学，植物生態学，環境 NPO 活動，再資源化それ
ぞれについての専門家の方々を講師としてお招きし，分かりやすく
環境学について論じていただく。
授業内容
第１回：農業環境問題序説（竹迫紘）
第２回：農業による環境負荷（竹迫紘）
第３回：農業の多面的機能（横田敏恭）
第４回：環境保全型農業の進め方（横田敏恭）
第５回：資源問題と環境問題（小林弘明）
第６回：食料と環境問題（小林弘明）
第７回：森林資源と環境問題（小林弘明）
第８回：エネルギー資源と環境問題（小林弘明）
第９回：里山の環境の成り立ち（岡田久子）
第10回：都市近郊の環境の成り立ち（岡田久子）
第11回：NPO が取り組む森林保全活動（鹿住貴之）
第12回：日本の環境保全 NPO 活動（鹿住貴之）
第13回：循環型社会での食料・農業問題（丹戸靖）
第14回：食品廃棄物のリサイクル化（丹戸靖）

履修上の注意
専門家による講義だが，文系学生にも分かりやすいように依頼し
てある。
内容は，深く広いので，心得て受けること。
他学科学生の履修には要件があるので注意すること。

履修上の注意
農業，食料，環境等の問題に興味を持って臨むこと。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義で取り上げた内容について，関連する書籍，雑誌等を読み，
学習するとともに理解を深めること ｡

準備学習（予習・復習等）の内容
前回の内容を１行で整理してくる。

教科書
特に定めない。必要に応じて資料を配布する。

教科書
なし

参考書
講義の中で紹介する。

参考書
教員によって指定することがある。

成績評価の方法
レポ－ト（100％）で評価する。

成績評価の方法
各教員の講義において行うミニ試験かミニレポートによる評価点
の算術平均によって総合評価とする。

その他
担当教員の研究室所在地は黒川農場である。

その他
オフィスアワーは別途指示します。
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科目ナンバー：(AG)AGR191E
科

目

科目ナンバー：(AG)AGE192J

名

単位数

担当者

科

英語農学入門

2単位

イアン・マク
タガート

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
The objective of this course is to learn about food, agriculture,
and the environment. You will read short English reports, learn
new vocabulary, and discuss the meaning with other students in
the class. Then you will do individual and group practice exercises
to help you understand the meaning of the reports. The classes
will be conducted mainly in English.
このコースの目標は、食糧、農業と環境について学びます。授業
では、英語の論文や記事を読み、専門の勉強に必要な英語の単語を
学び、語彙力を高めるために他の受講生と専門用語の意味や使い方
などを話し合います。論文や記事の内容の理解を高めるために、個
人やグループ学習も取り入れます。授業は英語で行います。
《授業の概要》
In the course, you will learn about topics like sustainable food
and agriculture, food nutrition, climate change, food waste, and urban agriculture.
このコースでは持続可能食料と農業、食品栄養、気候変動、食品
廃棄と都市農業などを中心に学びます。
授業内容
第1回：ガイダンス・Introduce yourself to other students in English
第2回：a Sustainable food and agriculture. Introduction + problems caused by agriculture
第2回：b  Examples of sustainable food and agriculture management
第3回：a Group Work - discuss examples of sustainable food
and agriculture
第3回：b  Practice Exercise 1
第4回：a Food Nutrition – Main food nutrients + health benefits
第4回：b Examples of food nutrition problems
第5回：a Group Work – discuss examples of food nutrition problems and solutions
第5回：b Practice Exercise 2
第6回：a Climate Change – Causes of Climate Change
第6回：b Effects of Climate Change
第7回：a Group Work – discuss examples of how agriculture
can reduce climate change problems
第7回：b Practice Exercise 3
第8回： Students start work on Semester Report
第9回：a Food Waste – Causes of Food Loss and Food Waste
第9回：b Examples of ways to reduce food loss and waste
第10回：a Group Work – discuss student ideas to reduce food
loss and food waste
第10回：b Practice Exercise 4
第11回：a Urban agriculture. What is it? Why is it becoming
more important in the world?
第11回：b Examples of urban agriculture in different countries
第12回：a Group Work – discuss benefits of urban agriculture in
developed and advanced countries
第12回：b Practice Exercise 5
第13回：UK agriculture and food
第14回：Revision（まとめ）
履修上の注意
準備学習（予習・復習等）の内容
The reading materials will be in English. 資料は全て英語です。
Every week, read suggested reading material before coming to the
class, and then complete practical exercises related to class handouts before coming to the next class.
教科書
There is no course textbook. Reading materials will be given out
in each class. 特に定めない。資料は配布します。
参考書
成績評価の方法
Semester Report = 45% 、Final Exam = 45% 、Class participation = 10%
（レポート 45% 、定期試験 45% 、平常点 10％）
その他
Iain McTaggart
（マクタガート、イアン）
英語農学研究室
第一校舎 5号館 （農学部）205号室
Email: imctagg@meiji.ac.jp
  Office Hour: Thursday 12:30-13:30

目

基礎ゼミ

名

単位数

担当者

2単位

食料環境政策
学科教員

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本学科において，今後，学ぶ上での基礎の基礎，いわば，現代版
大学生活での学問リテラシーについて学ぶ。
《授業の概要》
学科教員全員が担当するゼミナール形式の少人数授業である。食
料，農業，資源，環境の各問題についての基礎的な見方，文献図書
の探し方，検索の仕方，情報源である新聞の見方，課題図書を通じ
た文献の読み方，レポートの作り方，課題の発表の仕方，討論の仕
方ついて，教員の指導により身につける。
授業内容
第1回：当学科で学びへの誘い（いざない）
第2回：フィールドワーク入門
第3回：新聞の読み方とディスカッションの基本
第4回：新聞の読み方とディスカッションの実践
第5回：図書館利用法（新聞記事検索実習）
第6回：リサーチリテラシー：聞く力
第7回：リサーチリテラシー：読む力と書く力
第8回：文献の読み方とディベートの実践 （1）
第9回：文献の読み方とディベートの実践 （2）
第10回：図書館利用法（レジュメ・レポート作成・文献検索演習）
第11回：文献の読み方とディベートの実践 （3）
第12回：文献の読み方とディベートの実践 （4）
第13回：文献の読み方とディベートの実践 （5）
第14回：まとめ学習：レポートの作成・提出
※順番，内容は担当教員によって変更する場合がある。
履修上の注意
ゼミナール形式なので，授業へ積極的参加が重要である。
学科として，1年生全員が履修することを推奨する。
ガイダンス期間中にグループ分けと担当教員の割当を発表する。
準備学習（予習・復習等）の内容
各担当教員によって指示された新聞記事および教科書の輪読箇所
について事前に読んでおくこと。また，必要に応じてレジュメを作
成すること。
この授業で学んだことを参考にして，他の授業科目等で出された
課題やレポート作成に取り組むこと。授業で議論したこと（ディス
カッションしたこと・ディベートしたこと）をノートにまとめてみ
たり，他のメンバーと議論を実践してみること。
教科書
①山田剛史・林創著『大学生のためのリサーチリテラシー入門：研
究のための８つの力』（ミネルヴァ書房）
②生源寺眞一著『新版農業がわかると，社会のしくみが見えてくる』
（家の光協会）
参考書
山形大学基盤教育院編『なせば成る！―スタートアップセミナー
学習マニュアル（改訂版）』（山形大学出版会）
世界思想社編集部編『大学生学びのハンドブック（３訂版）』（世
界思想社）
成績評価の方法
平常点・授業への参加意欲度（50％）とレジュメ・レポートの内
容（50％）によって成績評価を行う。
その他
グループ割当後の問い合わせは各担当教員まで。
その他の問い合わせは先は、以下の教員まで。
カリキュラム委員（藤栄剛）：fujiet@meiji.ac.jp
カリキュラム委員（橋口卓也）：hashiguchi.takuya@nifty.com
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科目ナンバー：(AG)AGE192J
科

目

科目ナンバー：(AG)AGE195J

名

単位数

担当者

科

プロジェクトゼミ

2単位

食料環境政策
学科教員

授業の概要・到達目標
プロジェクトゼミでは，リサーチ・リテラシーの定着を図ります。
本授業の目標は，３年生以降のリサーチ・ゼミで必要とされる，論
理的思考力やリサーチ・リテラシー（聞く力，課題発見力，情報収
集力，情報整理力，読む力，データ分析力，書く力，プレゼンテー
ション力）の基礎力を高めることにあります。このため，本授業で
は，ゼミの基本となる文献輪読，リサーチ・リテラシーの基礎学習
を行うことで，リサーチ・リテラシーや論理的思考力を涵養します。
さらに，各ゼミで設定されるプロジェクトによる基礎的なアクティ
ブ・ラーニングを通じて，リサーチ・リテラシーの定着を図るとと
もに，論理構築力を養います。
授業内容
第１回 イントロダクション
第２回 文献輪読 （１）
第３回 文献輪読 （２）
第４回 文献輪読 （３）
第５回 文献輪読 （４）
第６回 文献輪読 （５）
第７回 文献輪読 （６）
第８回 リサーチ・リテラシーを磨く （１）
第９回 リサーチ・リテラシーを磨く （２）
第10回 リサーチ・リテラシーを磨く （３）
第11回 プロジェクトとプレゼンテーション
第12回 プロジェクトとプレゼンテーション
第13回 プロジェクトとプレゼンテーション
第14回 プロジェクトとプレゼンテーション
※授業内容は各教員により異なる。

（１）
（２）
（３）
（４）

履修上の注意
７月中旬頃に履修ガイダンスを実施するので，履修希望者は参加
必須である。
そのガイダンスで配布する志望届をもとに，２年生春学期までの
通算 GPA と希望順位を併用して割当を決定し，秋学期授業開始日
一週間前頃に割当結果を発表する。
時間割では木曜日と金曜日に設定されているが、履修できるのは
１つだけである。どの担当教員を希望するかは自由である。
少人数のゼミナール形式で行うので，食料・農業・農村・環境・
資源問題に興味や関心を持ち，積極的に参加することが必須である。
なお，３年次からのリサーチ・ゼミは11月末頃～12月初め頃にか
けて行う説明会および選考によって決定する。すなわち，この「プ
ロジェクトゼミ」が３年次からのゼミナールに自動継続するもので
はない。
準備学習（予習・復習等）の内容
担当教員から指定された教科書の輪読箇所は，レジュメ作成当番
にかかわらず，事前に読んでおき，議論したいことや自分の考えに
ついてまとめておくこと。
発表当番の際はレジュメやプレゼンファイルを作成すること。
議論したことは論点を整理してまとめノートを作成しておくこと。
教科書
山田剛史・林創『大学生のためのリサーチ・リテラシー入門：研
究のための８つの力』ミネルヴァ書房，2011。ならびに各ゼミ教員
が指定する輪読教材。各ゼミ教員が指定する輪読教材は，７月に実
施予定の「プロジェクトゼミ履修ガイダンス」で配布する募集要項
に記載する。
割当決定後，秋学期授業開始時に丸善明大マート店で購入できる
よう受講者人数分の教材を手配する。
参考書
特になし
成績評価の方法
平常点（受講態度・授業での発表発言・レポート提出等）によっ
て成績評価を行う。平常点については担当者によって異なるので，
初回の授業で説明する。
その他
割当後の問い合わせは各担当教員まで。
その他の問い合わせは先は、以下の教員まで。
カリキュラム委員（藤栄剛）：fujiet@meiji.ac.jp
カリキュラム委員（橋口卓也）：hashiguchi.takuya@nifty.com

目

名

ファームステイ実習

単位数

担当者

2単位

食料環境政策
学科教員

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
この研修は，農村において農家に宿泊して農作業に従事し，農家
生活の実態に触れ，総合的に現実の農業や農村生活を体得すること
を目的としている。
《授業の概要》
農家の人々と起居寝食をともにすることによって，経営・家計・
生活を総合的に把握し，さらに農村生活の実情に触れ，農業や農村
の問題を考え，それによって経験を豊かにし，食料環境政策学の学
びに役立ててほしい。
授業内容
受け入れ実習地側の事情を最優先させるので，具体的な実習地お
よび実施期間は確定していない。参考までに2019年度は以下の通り
実施した（いずれか一か所に参加することになる）。
（1） 5/22～5/28：長野県佐久市・小諸市（りんご）（担当：小田切）
（2） 5/28～6/3：長野県長野県北安曇・白馬地域（水稲・夏野菜・
ハーブ）（担当：岡）
（3） 5/31～6/6：山口県柳井市（水稲・野菜・果樹・肥育牛・花
卉）（担当：廣政）
（4） 6/16～6/22：福島県金山町（水稲・野菜・荏胡麻・赤かぼちゃ）
（担当：大江）
（5） 6/18～6/24：愛知県田原市（施設園芸・露地野菜・養豚）（担
当：石月）
（6） 7/1～7/7：山梨県笛吹市（桃・ブドウ）（担当：市田）
（7） 8/1～8/7：福島県喜多方市・北塩原村（夏野菜・葉たばこ）
（担当：本所）
（8） 8/21～8/27：群馬県嬬恋村（キャベツ）（担当：作山）
（9） 9/4～9/10：徳島県佐那河内村（すだち）（担当：橋口）
（10）9/8～9/14：岐阜県中津川市（水稲収穫，五平餅加工）（担
当：竹本）
（11）9/26～10/2：栃木県大田原市・那須塩原市・那須町（水稲・
花卉・梨・酪農）（担当：暁）
（12）1/31～2/6：静岡県東伊豆町（みかん・花卉）（担当：中嶋）
※台風第19号の影響で日程変更，例年は10月上旬に実施
（第1回）事前説明会および事前学習
（第2回～第14回）現地での実習（6泊7日）及びレポート作成
履修上の注意
この研修は，農繁期に農家に１週間泊り込んで行うものである。
そのため，
積極性と協調性のある学生であることは必須の条件である。
実習前および実習中の病気や事故等について十分注意しなければ
ならない。
年度当初に行う履修説明会において，説明ならびに実習地決定を
行う。説明会への遅刻・欠席者の履修は認めないので説明会開催日
程の掲示を見落とすことのないよう注意すること。
事前に社会調査法入門・農場実習を受講していること。
準備学習（予習・復習等）の内容
担当教員の指示に基づいて，農業センサス等の統計資料を参考に
して事前学習をし，各自の問題意識を・参加意識を高めておくこと。
社会調査法に基づく聞き取り調査の準備をしておくこと。
授業で学ぶことと現場で学ぶことを結びつけて実習後の学習にも
役立てること。
教科書
教科書は使用しない
参考書
特にない
成績評価の方法
事前説明会及び実習期間中の平常点・実習態度（70％），事後の
作業日誌及びレポート（30％）により成績評価を行う。
その他
実習先割当後の問い合わせは各担当教員まで。
その他問い合わせ先は次の研究室まで。
→食ビジネス論研究室（３号館４階422A 号室）：中嶋晋作
→資源経済論研究室（３号館４階422A 号室）：藤栄剛
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科目ナンバー：(AG)AGE195J
科

目

科目ナンバー：(AG)AGE241J

名

単位数

担当者

科

海外農業体験

2単位

暁・池上・
市田・岡・
作山・橋口

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
２０２２年度は，実習科目である海外農業体験を，講義科目（実習と
同じく２単位）として開講する。講義内容は，２０１９年度まで実施し
てきた中国や台湾における実習の様子を中心に，世界各地（アジア
においてインド・ラオス，ヨーロッパにおいてドイツ・イタリア・
スロベニア，そしてアメリカ）の農業・農村の実態や課題を紹介す
る。
《到達目標》
この講義を通して，海外の農業・農村の実態や課題に関する理解
が深まることが期待される。
授業内容
第1回（9/26）海外農業体験とは＋緑源実習①
第2回（10/3）緑源実習②
第3回（10/10）厦門実習
第4回（10/17）インド農業事情
第5回（10/24）台湾実習
第6回（11/7）中国沿海部農業事情
第7回（11/14）アメリカの農業事情
第8回（11/21）ドイツの農業事情
第9回（11/28）スロベニア・イタリアの農業事情
第10回（12/5）ラオス農業事情
第11回（12/12）中国雲南省農業事情
第12回（12/19）中国東北三省農業事情
第13回（1/16）中国内モンゴル農業事情
第14回（1/23）まとめ

名

食料貿易論

単位数
2単位

担当者
作山

巧

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
食料は、工業品と異なって国内消費の余剰分が輸出される傾向が
強いことから、食料貿易の実態を把握するためには、食料需給に関
する理解が必要となる。このため本講義では、食料の需給と貿易の
現状に関して、（１） 貿易の決定要因、（２） 世界と日本の現状、（３）
アメリカやブラジル等の主要国の現状、という３つの観点から解説
する。また、農林水産省の研究機関や在京の外国大使館から実務家
をゲスト講師として招いた講義も交える。
《授業の到達目標》
世界の食料需給の動向と穀物を中心とする食料貿易の現状につい
て学習することによって、それが日本の食料消費や食料需給に与え
る影響を理解する。
授業内容
第１回 a のみ：イントロダクション
第２回 貿易利益と貿易構造の決定要因
第３回 産業内貿易と輸出の決定要因
第４回 世界の食料需給の動向
第５回 世界の食料貿易の動向
第６回 世界の食料貿易と持続可能性
第７回 食料需給の将来予測（ゲスト講師の講義）
第８回 日本の食料輸入の動向
第９回 日本の食料輸出の動向
第10回 日本の食料輸出の促進政策
第11回 米国の食料需給と貿易
第12回 豪州の食料需給と貿易（ゲスト講師の講義）
第13回 ブラジルの食料需給と貿易
第14回 ロシアの食料需給と貿易

（注）順番・内容については変更する場合がある。
履修上の注意
授業は対面（またはオンデマンド型）で行う。各回の授業資料お
よびレポート課題は，授業の前後に Oh-o!Meiji のクラスウェブに
アップする。資料をアップするタイミングおよびアップする資料の
タイプは担当教員によって異なる。
各回のレポートは，Oh-o!Meiji クラスウェブのレポート機能また
はアンケート機能を使って，定められた期限までに提出して下さい。
レポートの提出方法は担当教員によって異なるので，注意して下さ
い。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習としては，各回の該当する国や地域の農業概況について調べ
ること。
復習としては，各回の授業内容をノートにまとめること。
教科書
特に指定しない。
参考書
特に指定しない。
成績評価の方法
各回（合計１４回）のレポートの評価点の合計で成績を評価する。
レポートの評価点の合計が６０％以上であることが単位認定のライン
である。
その他
コーディネーター：暁剛
研究室：３号館４階４２３ A 室
連絡先：xiaogang@meiji.ac.jp

目

履修上の注意
受講に当たって特段の予備知識は前提としないが、秋学期の「国
際貿易協定論」（食と農の貿易ルール）を併せて受講することが望
ましい。なお、食料貿易論研究室への入室を希望する学生は、2年
次での本科目の受講が必須である。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義資料はクラスウェブに掲載されており、事前に読んだ上で受
講すること。また、毎回の講義時に関連する新聞記事を輪読し、講
義時の小テストと講義後の感想の提出を求める。
教科書
教科書は使用せず、教員が作成したパワーポイントの資料を用い
て講義する。
参考書
１．
『世界の農業と食料問題のすべてがわかる本』八木宏典監修（ナ
ツメ社）2013年（全般）
２．
『絵でみる食糧ビジネスのしくみ』榎本裕洋・阿部直樹（日本
能率協会マネジメントセンター）2008年（全般）
３．
『日本の食料戦略と商社』美甘哲秀編著（東洋経済新報社）
2009年（全般）
４．
『国際経済学をつかむ』（第2版）石川城太・菊地徹・椋寛（有
斐閣）2013年（第2・3回）
５．
『日本人の「食欲」は世界をどう変えた？』鈴木裕明（メディ
アファクトリー）2011年（第8回）
６．
『いちご、空を飛ぶ－輸出でよみがえるニッポンの農』古谷千
絵（ぎょうせい）2009年（第9回）
成績評価の方法
毎回の小テスト・感想の提出（50％）と定期試験（50％）により
評価する。
その他
オフィスアワーは木曜日3限であり、それ以外の時間帯を含めて
面談を希望する場合は、事前に教員宛（sakuyama@meiji.ac.jp）に
メールを送付し、アポイントメントをとること。
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科目ナンバー：(AG)AGE241J
科

目

名

単位数

フードシステム論

2単位

科目ナンバー：(AG)AGE261J
担当者
大江

科

授業内容
［第１回］ a のみ：イントロダクション（フードシステムで何を学
ぶか）
［第２回］ 流通はなぜ必要か―流通の理論的根拠
［第３回］ 農産物価格の特徴
［第４回］ 生鮮農産物流通と卸売市場の機能
［第５回］ 青果物と農協のマーケティング
［第６回］ 大規模経営体と契約生産
［第７回］ コメの流通と価格形成
［第８回］ 食肉の流通とブランド化
［第９回］ 小売業の現状と課題―何が問題なのか
［第10回］ 小売企業の事業戦略－スーパー
［第11回］ 小売企業の事業戦略－コンビニエンスストア
［第12回］ 小売をめぐる論点①（限界地の小売機能）
［第13回］ 小売をめぐる論点②（食品廃棄）
［第14回］ 小売をめぐる論点③（独占禁止法違反）（産地マーケティ
ング）

名

食料農業社会学

徹男

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
「フードシステム」とは，農産物・食品の生産から流通，消費ま
での全過程における商取引全体を指す。「産地の巨大化」と「小売
主導の流通再編」によってフードシステムは大きく変化しており，
本講義ではこれらの過程の包括的理解を目的とする。
《授業の概要》
最初に流通の基本的な概念，近年の状況について包括的に説明し
た後に，卸売，小売といった個別テーマについてビデオ等を利用し
ながら説明する。

目

単位数
2単位

担当者
片野

洋平

授業の概要・到達目標
私達の食・農を支える地域社会では大きな変化が生じている。我
が国全体の傾向としての人口減少に加え、地域社会は人々の都市へ
の移動、少子高齢化などにより、変化や改革が迫られている。本講
義では、特に、地域社会の問題の内、空き家、耕作放棄地、放置山
林など、地域社会に放置された資産の問題を考察する。なお、放置
資産の問題は、所有者不明の土地問題といわれる現代的な課題と多
くの部分で重複する。潜在的な受講者は、本講義は地域社会のこと
を考察しているように見えるであろうが、本講義は実は都市問題を
も考察の対象としている。地域社会の資産を有している人々の多く
は都市住民であり、都市住民の考え方や行動が地域社会の土地問題
に大きく影響を及ぼすことになるからである。本講義では、食や農
を支える地域の課題を私たち国民全体が抱える重要な社会的問題と
してとらえ、各人が放置資産の問題を社会科学的に分析し、理解し、
対策案を思考する能力を獲得することを目指す。
授業内容
第１回：なぜ都会の人にとって地域社会の研究が必要なのか
第２回：人口減少と地域社会の問題の把握（政治、経済、社会）
第３回：なぜ放置資産が生まれたのか （１）
第４回：なぜ放置資産が生まれたのか （２）
第５回：なぜ放置されると問題なのか
第６回：どんな対策が行われてきたのか
第７回：海外の動向
第８回：所有者は何を考えているのか
第９回： 空き家、耕作放棄地、放置山林それぞれの分析
第10回： なぜ実践できないのか （１）
第11回： なぜ実践できないのか （２）
第12回： ではなにができるのか
第13回： 地域政策には何が必要なのか
第14回： 今後の課題とまとめ
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意
主体的かつ積極的な授業参加が望ましい。

履修上の注意
地域社会の問題を理解することはしばしば、都市における３０年後
の未来を理解することにつながると言われている。本講義で扱う地
域の問題を、受講生が受講生自身の未来の問題としてとらえ、興味
をもって受講してもらいたい。資料を適宜配布するがノートをきち
んととることを期待する。

準備学習（予習・復習等）の内容
講義の内容については，身近な小売店等においてどのように実践
されているか確認して下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の授業の復習を通じて、各人が授業内容を理解するとともに、
各人が授業で扱った課題に対する自分なりの解答を見出す努力を行
うことを期待する。

教科書
特に定めない。必要に応じてプリントを配布する。

教科書
特に指定しない。

参考書
特に定めない。

参考書
特に指定しない。

成績評価の方法
定期試験と毎回講義終了後に提出してもらうコメントで評価する。
定期試験が80％，コメントが２0％。

成績評価の方法
リアクションペーパー（20％）、期末試験（80％）で評価する。
オンライン授業となった場合別途指示する予定である。

その他
オフィスアワーは別途指示します。

その他
食料農業社会学研究室（３号館４階416Ａ号室）
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科目ナンバー：(AG)AGE231J
科

目

名

農業政策論

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGE221J
担当者
橋口

科

授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：農業政策の目的と必要性
第３回：日本における農業・農村の経済的位置とその変化
第４回：戦前の日本農業の姿
第５回：大戦後の混乱期の農業政策の動揺
第６回：高度成長期までの農業政策の展開
第７回：第１次高度成長と基本法農政
第８回：第２次高度成長と総合農政
第９回：高度成長の破綻と地域農政の登場
第10回：経済構造調整と市場主義農政
第11回：世界貿易体制と国際化対応農政
第12回：国際化対応農政下での新たな政策手法の展開
第13回：農政転換と農業政策の展望
第14回：総括と質疑応答

単位数
2単位

担当者
竹本

田持

授業の概要・到達目標
「マネジメント」には管理，管理手腕，処理能力などの意味があり，
多くの場合「経営」という言葉が充てられます。本講義における「農
業マネジメント」では，農業のマネジメントを中心として，農村（地
域）のマネジメントも含みます。
農業のマネジメントは，農村における個別経済主体としての農業
経営の行動メカニズムを，社会経済条件と関連させつつ理解するこ
とを目指します。農村（地域）のマネジメントは，個別農業経営の
多様性を前提として，地域としての成長・発展戦略を担う主体につ
いて事例を交えて考えます。
農業・農村をとりまく諸条件の現状を視野に入れつつ，マネジメ
ントの基礎的知識を習得するため，ビデオや事例紹介資料などもト
ピックとして使いながら講義します。また，可能であれば現場で活
躍する人から直接お話しいただく機会をつくりたいと思います。
授業内容
第１回 農業とは，マネジメントとは何か
第２回 農業経営の特質
第３回 家族経営の特徴
第４回 経営費と生産費
第５回 規模と集約度
第６回 経営の単一化と複合化
第７回 経営多角化の論理
第８回 農業経営の法人化
第９回 企業の農業参入
第10回 地域のマネジメント
第11回 地域資源を活用したアグリビジネス
第12回 都市における農業振興
第13回 農業経営の支援組織と政策
第14回 講義内容の総括とポイント整理

履修上の注意
他の科目では，「農業政策論特講」との関連が深い（ただし、
2016年度までの入学生のみ履修可能）。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習については，前回講義の終わりに重要なキーワードを提示す
るので，それらについて事前に自分なりに調べてくること。ノート
や配布プリントに基づいて，講義内容を十分に理解するように，復
習すること。
教科書
特に指定しない。必要に応じてプリント等を配布する。

履修上の注意
農業経営や地域農業に関する問題に関心を持ち，積極的な姿勢で
受講して下さい。毎回，講義のリアクションペーパー（ビデオ等の
感想文を含む）の提出を求め，成績評価に反映します。
３年次に農業マネジメント論ゼミを履修しようと考えている人
は，この講義を２年次に履修して下さい。
また，秋学期「農業経営の発展と地域農業」は本講義と深く関わ
りますので，あわせて履修するようにしてください。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に配布するレジュメ，統計等の資料を読み返して，用語や
仕組みへの理解を深めて下さい。
新聞等で，農業経営や地域農業に関わる記事に目を通し，現状を
把握するよう努めるようにして下さい。
教科書
特に定めません。

参考書
『農業・食料問題入門』田代洋一著（大月書店，2012年）
『日本農政の50年』北出俊昭著（日本経済評論社，2001年）
『現代農業政策論』増田萬孝著（農林統計協会，1998年）
『食と農の戦後史』岸康彦著（日本経済新聞社，1996年）
他，適宜，講義の中で紹介する。
成績評価の方法
定期試験の内容と密接に関連する小テストやレポートを実施する
可能性があるが，それら自体は最終的な成績には反映しない。成績
評価は定期試験100％とする。
その他
《担当教員連絡先》
研究室（第一校舎３号館４階，3-413A，Tel：044-934-7121）
e-mail：hashiguchi.takuya@nifty.com

名

農業マネジメント論

卓也

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
農業政策の目的と必要性について講義した後，戦後の日本経済の
変化と農業政策の対応について，できるだけ多くの歴史的事象など
を紹介しながら解説を加えていく。その際には，当時のイメージが
湧くような画像・動画なども提示するようにしたい。
《到達目標》
本講義では，主として戦後の日本の農業政策の展開過程をたどり
ながら，日本経済の変化の中で，農業政策それ自体と，その位置づ
けがどのように変化してきたのかを理解することを到達目標とす
る。また，現在は戦後の日本の農業政策展開の中でも一大転換期に
当たっていると言える。できるだけ現在の政策課題をめぐる論点に
ついても触れ，その背景と目的について理解できることも到達目標
とする。

目

参考書
『食料・農業・農村政策の動向』（食料・農業・農村白書）
『農業経営者の時代』金沢・稲本・八木編（農林統計協会）
『ゼミナール経営学入門』伊丹・加護野著（日本経済新聞社）
『未来を語る日本農業史』野田公夫著（昭和堂）
他にも授業において紹介します。
成績評価の方法
授業中に提出を求めるレポート（30％），授業への貢献度（20％），
学期末試験（50％）によって評価します。
その他
オフィスアワー：金曜日 13時～13時30分
農業マネジメント論研究室（３号館４階 3-417Ａ）
takemoto@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)AGE231J
科

目

名

国際農業経済論

科目ナンバー：(AG)AGE241J

単位数
2単位

担当者
暁

科

授業の目標
本授業の目標は，世界の農牧業の地域区分について解説すること
にある。本授業を受講することで，世界の農牧業に関する地理的分
類や基本的な知識を身につけることができる。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：遊牧
第３回：移動式農業と焼畑農業
第４回：粗放的定住農業
第５回：集約的稲作農業
第６回：集約的畑作農業
第７回：混合農業
第８回：酪農
第９回：園芸農業
第１０回：地中海式農業
第１１回：企業的穀物・畑作農業
第１２回：企業的牧畜業
第１３回：プランテーション農業
第１４回：まとめ

名

食ビジネス論

剛

授業の概要・到達目標
授業の概要
世界の農牧業は，自然的条件（気候，地形，土壌など）と，社会
的条件（生産の目的，経営組織，農地の所有形態，経営体の規模，
機械化・労働力，農業政策など）により大きく異なる。アメリカの
地理学者であるホイットルセイ（1890～1956年）は，作物と家畜の
組合せ，作物栽培・家畜飼養の方法，労働・資本投下の程度と収益
性，生産物の仕向け先，住居・農業施設の状態，という五つの指標
に基づき，世界の農牧業を13に分類（区分）した。ホイットルセイ
による農牧業の分類（農牧業地域区分）は，自然条件・経済条件・
文化的要素を取り入れた総合的な分類であり，指標のとり方も妥当
であるため，現在も広く用いられている。

目

単位数
2単位

担当者
中嶋

晋作

授業の概要・到達目標
授業全体を通して考えるための基礎であるフードシステムの枠組
みと機能を紹介する。その上で，わが国の食料消費が戦後どのよう
に変化したかを確認し，近年の特徴を述べる。次に，それらの食を
支える農業，食品製造業，流通業，小売業の実態を産業組織という
観点から説明する。さらに近年，消費者の最大の関心事項である，
食の安全，信頼問題を取り上げて，その問題点と対策について考察
する。最後に現代の消費者の意識と行動を踏まえながら新しいフー
ドシステムをどのように設計すべきかについて学び考える。
現代の食と農は大きな曲がり角に直面している。これからの行く
末を見通すために，食と農，そしてそれらを支える社会的枠組みの
現状と課題を学ぶ。食生活の変化，食をめぐる産業（食ビジネス），
社会的に必要とされる制度の実態と背景を社会科学的視点，特に経
済学的視点に基づいて，理解して考察できる思考方法と専門知識を
身に付けることを目標とする。
授業内容
第1回 a：イントロダクション
第1回 b：食ビジネスとは何か
第2回：フードシステムとは何か
第3回：わが国の食料消費
第4回：農業とフードシステムの連関構造 <1>
第5回：農業とフードシステムの連関構造 <2>
第6回：食ビジネスの産業組織とゲーム理論 <1>
第7回：食ビジネスの産業組織とゲーム理論 <2>
第8回：農産物流通とオークション <1>
第9回：農産物流通とオークション <2>
第10回：戦後の日本における小売業 <1>
第11回：戦後の日本における小売業 <2>
第12回：食の安全・安心 <1>
第13回：食の安全・安心 <2>
第14回：新しいフードシステム・まとめ
履修上の注意
数式を使用することがあるが，数学について特別な準備は必要な
い。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に配布するレジュメの該当箇所を振り返り，不明な部分が
あれば授業で質問すること。
教科書
特に定めない。

履修上の注意
特にない。
準備学習（予習・復習等）の内容
第１回目の講義以降，講義内に適宜紹介した参考書や新聞報道な
どの該当箇所について予習すること。講義終了後，配布したプリン
ト（または，Oh-o!Meiji にアップした資料）について復習すること。
教科書
特に定めない。毎回の講義でプリントを配付する。または，Oho!Meiji に資料をアップする。
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
ミニレポート６０％，定期試験４０％。
その他
研究室：３号館４階４２３ A 号室
E-mail: xiaogang@meiji.ac.jp

参考書
『フードシステムの経済分析』時子山ひろみ著（日本評論社）
1999年
『フードシステムの経済学 第5版』時子山ひろみ・荏開津典生著
（医歯薬出版）2013年
『安全で良質な食生活を手に入れる―フードシステム入門―』時
子山ひろみ著（左右社）2012年
『開発輸入とフードビジネス』斎藤高宏著（農林統計協会）1997
年
『ゲーム理論入門の入門』鎌田雄一郎著（岩波新書）2019年
『行動経済学の使い方』大竹文雄著（岩波新書）2019年
『流通戦略の新発想』伊藤元重著（PHP 新書）2003年
『食の安全と安心の経済学』中嶋康博著（コープ出版）2004年
『日本農業の真実』生源寺眞一著（ちくま新書）2011年
成績評価の方法
レポート，平常点（ミニレポート，小テスト）および学期末試験
によって評価する。具体的には，レポート20％，平常点30％，学期
末試験50％とする。
その他
食ビジネス論研究室（3号館4階422A 号室）
E-mail：anakajim@meiji.ac.jp
TEL：044-934-7129
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科目ナンバー：(AG)AGE271J
科

目

名

2022年度以降入学者

環境経済論

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGE211J
担当者
廣政

科

授業内容
第１回：環境問題の生じ方と対処
第２回：経済発展と環境問題
第３回：環境問題の本質と経済学アプローチ
第４回：環境問題解決の方法－概略と概念－
第５回：環境問題の捉え方－外部性の理論－
第６回：環境問題の捉え方－公共財の理論－
第７回：直接規制の経済学
第８回：環境税の経済理論と実際－ピグー税－
第９回：環境税の経済理論と実際－ボーモル・オーツ税－
第10回：グッズとバッズの経済理論と実際
第11回：排出量取引の概念と経済理論
第12回：排出量取引の実際
第13回：地球温暖化問題と行動インサイト
第14回：a まとめ

名

資源経済論

幸生

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
環境問題を経済学の観点から解明をし，理解を深めることが目的
である。
《授業の概要》
ミクロ経済理論を用い，企業行動，消費者行動によって環境問題
が何故生じるか，そして，環境問題を解決するためには，どのよう
な政策をとればよいのかについて検討する。われわれの日常の行動
を見直し，環境問題に対しどのように対処すればよいかも考察する。

目

単位数
2単位

担当者
藤栄

剛

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本講義では、自然資源の利用に関わる問題、とりわけ、生物多様
性の保全をテーマとして、その特質や現状を経済学的な側面から理
解し、自然資源やその有効利用に関わる問題に対する理解を深める
ことを目標とします。
《授業の概要》
我々は資源や環境を利用することで、経済活動を営んでいます。
しかし、その過剰利用によって、いったん資源や環境の状態が悪化
してしまうと、その改善は非常に難しくなります。種の絶滅や生態
系の消失に代表される生物多様性の減少・劣化は、その典型例です。
そこで、本講義ではこうした自然資源の利用をめぐる問題の中でも、
特に生物多様性の保全に着目し、生物多様性が減少する背景を解説
するとともに、保全のための条件を経済学的な観点から検討します。
授業内容
第１回：イントロダクション－生物多様性と人間社会－
第２回：生物多様性保全の論理と便益
第３回：生態系サービスの経済的評価 （1） －その便益と付加価値
化－
第４回：生態系サービスの経済的評価 （2） －開発と生態系サービ
ス－
第５回：環境・生態系サービスの価値評価 （1） －利用価値と非利
用価値－
第６回：環境・生態系サービスの価値評価 （2） －顕示選好法と表
明選好法－
第７回：小括
第８回：グリーン財生産と生物多様性保全 （1） －グリーン財の需
要と供給－
第９回：グリーン財生産と生物多様性保全 （2） －認証財と非認証
財の市場－
第10回：生物多様性の利用・保全と管理 （1） －利用形態と利用制
限－
第11回：生物多様性の利用・保全と管理 （2） －国際的枠組み－
第12回：貧困と生物多様性 （1） －貧困との関係－
第13回：貧困と生物多様性 （2） －所得分配との関係－
第14回：まとめ
履修上の注意
初歩的なミクロ経済学の知識を有することがのぞましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
配付資料を振り返り、適宜復習すること。また、必要に応じて参
考書を参照し、発展的な内容についても目を通すことがのぞましい。

履修上の注意
初歩的なミクロ経済学の知識が必要である。現実の環境問題の背
景をよく理解するように努めること。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義理解のためには参考書による予習，復習が必要である。
教科書
指定しないが、参考書は必須である。
参考書
『環境資源経済学入門』小林弘明・廣政幸生・岩本博幸（泉文堂）
『気候カジノ』ノードハウス著：藤崎訳（日経 BP 社）
適宜、講義で紹介する。
成績評価の方法
定期試験（80％）、講義に関する小レポート（20％）で評価する。
その他
環境経済論研究室（３号館４階 3-425Ａ）
hiroy@meiji.ac.jp

教科書
使用しない。変更がある場合には、初回講義時に指示する。
参考書
大沼あゆみ『生物多様性保全の経済学』有斐閣、2014.
栗山浩一・馬奈木俊介『環境経済学をつかむ 第4版』有斐閣、
2020.
バリー・C・フィールド『入門 自然資源経済学』庄子康・柘植隆宏・
栗山浩一訳、日本評論社、2016.
ハンレー他『環境経済学入門』田中勝也監訳、昭和堂、2021.
その他参考書については、講義時に指示する。
成績評価の方法
期末試験で評価する。ただし、オンライン講義が主体となった場
合など、講義方法に変更が生じた場合には、評価方法を変更するこ
とがある。変更する場合には、講義時に指示する。新型コロナウイ
ルスの感染拡大が生じた昨年度は、毎講義後に提出される演習課題
（レポート課題）のみで評価した。今年度も同様の形式で評価を行
う可能性がある。
その他
資源経済論研究室（３号館４階 3-415Ａ）
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科目ナンバー：(AG)AGE271J
科

目

名

環境資源会計論

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGE281J
担当者
本所

科

授業の概要・到達目標

名

環境社会学

靖博

《授業の達成目標及びテーマ》
・授業のテーマ：
「持続可能な社会づくりに会計はどう貢献できるか」
1999年に当時の環境庁がガイドラインを発表したのを契機に環境
会計・環境報告の導入や ISO14001 の認証を受ける企業が相次ぐよ
うになった。環境報告書は企業の社会的責任（CSR）と関連して，
CSR 報告書・持続可能性報告書・統合報告書への発展している。
さらに SDGs の取組とあいまって持続可能な社会づくりに会計分野
の思考が取り入れられており、具体的な事例を紹介しながら、この
テーマを一緒に考えたい。
・達成目標：
（1） 環境報告書・ＣＳＲ報告書・持続可能性報告書・統合報告書
を読む力を養います。
（2） 各経済主体の経済活動を情報化して誰かに説明するという会
計の本質を正しく理解しましょう。
この授業は専攻科目 （選択）である。
I
《授業の概要》
各経済主体が取り組む環境保全活動の成果の見える化などの会計
的手法を学習します。
ECO 検定への取得にも役立つ内容に触れます。

目

単位数
2単位

担当者
市田

知子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
生活環境主義，環境問題の構図，農業と環境，農地開発など，環
境問題の現状を「社会学的に」とらえる上での基本的な概念や知識
を身につける。
《授業の概要》
環境問題はゴミ処分から地球温暖化まで幅広い。本授業では，日
常生活を環境の視点からとらえる生活環境主義，環境問題にかかわ
る加害者・被害者，地域住民，自治体などの関係の構図（なぜ「問
題」となるのか），農業の近代化や地域開発による環境破壊とその
解決方向について，「社会学的に」考え，読み解いていく。

授業内容
第１回（4/13）
：
a：環境会計へのいざない☞授業の進め方と学習の動機づけ
b：会計とは何か
第2回（4/20）
：
a：会計的なものの見方 ･ 考え方
b：環境資源と環境問題
第3回（4/27）
：持続可能な社会づくりとアカウンタビリティ
第4回（5/11）
：家庭部門の環境問題と会計的アプローチ
第5回（5/18）
：企業部門の環境問題と会計的アプローチ
第6回（5/25）
：環境会計ガイドライン （1） －保全コスト
第7回（6/1）
：環境会計ガイドライン （2） －保全効果と経済効
果
第8回（6/8）
：環境経営指標
第9回（6/15）
：環境報告と環境報告ガイドライン
第10回（6/22）
：CSR 報告書と持続可能性報告書
第11回（6/29）
：CSR から CSV へ
第12回（7/6）
：環境資産と環境負債
第13回（7/13）
：森林資源と林業会計
第14回（7/20）
：授業のまとめ（b のみ）
※授業内容は進度や COVD-19対応のために変更する場合がありま
すが，その場合は Oh-o!Meiji のクラスウェブと授業でお知らせしま
す。初回の授業でも授業計画表を配付します。

履修上の注意
履修を予定又は検討している学生は学習の動機づけやよい授業環
境づくりの為，第１回の授業には必ず参加すること。参加がない場
合は平常点を減点する（対面授業実施ができる場合のみ）
。ただし、
対面授業が実施できずオンライン授業の場合はその決定時にシラバ
スの補足にて明示する。

準備学習（予習・復習等）の内容
ECO 検定の公式テキストを事前に読んでおくと，授業の理解が
増す。授業後は試験までに指定用紙にまとめノートを作成しておく
とよい。

教科書
教科書は使用せず，レジュメを配付する。

参考書
東京商工会議所編『改訂8版環境社会検定 eco 検定公式テキス
ト』
（日本能率協会マネジメントセンター）
上野清貴編著『スタートアップ会計学（第２版）
』
（同文舘出版）－
本所靖博稿「第12章：持続可能な社会づくりに会計はどう貢献でき
るか」－

成績評価の方法
成績は平常点が20％で，期末試験が80％で評価します。詳しくは次
のとおりです。
※ポ イント制 ☞ 合計ポイント（100p）＝期末試験（80p）＋平常
点（20p ＋α）
※オンライン授業の場合は評価の内訳を変更する場合があります。
その場合はシラバスの補足に明示します。
▼平常点：20p を超えた場合はそのまま加算します。
・出席はとりません。期末試験の受験要件（最低出席回数）もあ
りません。
・コメントカードのやりとり１回につき平常点2p 前後を加点し
ます。
・初回の授業への参加（コメントカード提出）で4p 加点，初回
の授業に不参加（コメントカード提出なし）で4p 減点します
（対面授業実施の場合のみ）
。
・ECO 検定受験または合格で平常点に＋αを加点します。
▼期末試験：100点満点を80p に換算します。
▼最終成績：
S
（90p 以上）
、A
（80p 以上）
、B
（70p 以上）
、C
（60p 以上）
、F
（60p
未満）
、T
（未受）

その他
毎回ではないが対面授業が実施の場合、
イマキク
（アクティブラー
ニング支援ツール）を使った学生参加型の授業を行います。
環境資源会計論研究室（３号館４階 3-412A）
E-mail: honjo@meiji.ac.jp

授業内容
［第１回］
［第２回］
［第３回］
［第４回］
［第５回］
［第６回］
［第７回］
［第８回］
［第９回］
［第10回］
［第11回］
［第12回］
［第13回］
［第14回］

環境社会学の考え方
生活環境主義 （1）：食と環境
生活環境主義 （2）：食品ロス
生活環境主義 （3）：資源循環型社会の取り組み
生活環境主義 （4） 住まいと環境―住宅の近代化とは何
だったのか？
環境問題の発生から「解決」まで―水俣病を事例に
農業と環境 （1）：環境保全型農業の可能性
農業と環境 （2）：環境保全型農業の取り組み
農業と環境 （3）：農村環境とは何か？
農業と環境 （4）：農地開発と環境―諫早湾干拓事業を事
例に
地域開発による環境破壊 （1）：福島原発事故を事例に
地域開発による環境破壊 （2）：飯舘村における営農再開
地域開発による環境破壊 （3）：被害補償の実態と問題点
まとめ

履修上の注意
講義の形式をとるが，内容に関する質問，意見には可能な限り対
応する。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業内容についての疑問があれば，その都度，自分で解決するな
り，教員に質問するなりして解決すること。放置しないこと。
教科書
指定しない。
参考書
『環境社会学研究』（環境社会学会学会誌）有斐閣ほか，講義中に
随時紹介する。
成績評価の方法
レポート提出を含む授業への参加程度が20～30%、期末試験が70
～80%。
その他
環境社会学研究室（第１校舎３号館４階）
E-mail: ichida@meiji.ac.jp
研究室 HP: https://www.ichidato.jp
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科目ナンバー：(AG)AGE231J
科

目

名

地域ガバナンス論

科目ナンバー：(AG)AGE271J

単位数

担当者

科

2単位

小田切徳美

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
農村地域には，多様な問題が発現している。また，中央・地方政
府のみならず，地域住民やその自治組織，各種の機能組織，さらに
は地域外の都市住民，NPO 等の多様な主体が政策にかかわり始め
ている。このような政策の内容や主体に関する多様性を十分に踏ま
え，かつそれを各論としてのみではなく，体系化・総合化した新し
い農村政策論（農村ガバナンス学）の構築が，国内はもとより諸外
国においても新たな課題となっている。
《授業の概要》
本講義では，上記の新しい農村政策論の構築を意識しつつ，農村
地域の現状，あるべき姿，それに導く政策を多面的に講述する。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：いまなぜ農村か？
第３回：農村地域問題の展開と現状―概観―〈1〉
第４回：農村地域問題の展開と現状―概観―〈2〉
第５回：農村地域の政策論理とその変化〈1〉
第６回：農村地域の政策論理とその変化〈2〉
第７回：農村地域における地域づくりの枠組み〈1〉
第８回：農村地域における地域づくりの枠組み〈2〉
第９回：地域づくりの３要素の論点〈1〉
第10回：地域づくりの３要素の論点〈2〉
第11回：農村地域政策への支援策〈1〉
第12回：農村地域政策への支援策〈2〉
第13回：外国における農村地域政策―EU の挑戦とその教訓―
第14回：総括―地域ガバナンスとは？―
※講義内容は必要に応じて変更することがあります。

名

共生社会論

単位数
2単位

担当者
岡

通太郎

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
なぜ共生する（ともに生きる）ことが必要とされるのか。地球環
境資源問題を念頭におきつつ総合的に解説する。（1） 近代化パラダ
イムに内在する問題点の発見と整理，（2） 試行錯誤を繰り返す環境
政策の理論と現実，および近代的成長パラダイムそのものの再検討，
（3） 問題解決の一例として，龍神村，白神山地，ソロモン諸島，
マルク諸島などにおけるローカルな環境資源管理の事例を論考し，
地域の「知恵」から学ぶ「グローカル・コモンズ」という概念を理
解せしめる。
《授業の概要》
地球環境資源問題の理解には発想の転換が求められるため，異文
化世界における日常生活をスライドや動画にて視覚的に理解し，頭
をやわらかくしながら授業を進める。
授業内容
第１回 なぜ共生が求められるのか
第２回 国家と国家の共生問題
第３回 途上国と先進国の共生
第４回 先進国と先進国の共生
第５回 ヒトと自然の共生問題
第６回 経済発展と自然の共生〈1〉
第７回 経済発展と自然の共生〈2〉
第８回 共生パラダイムへ向けて
第９回 成長とは何か
第10回 消費者が生み出す共生パラダイム
第11回 内発的発展論
第12回 地域経済論
第13回 コモンズ論〈1〉
第14回 コモンズ論〈2〉

履修上の注意
地域ガバナンス論は，農業経済学，地域経済学，行政学，財政学，
農村社会学，社会教育論等の本格的学際分野として位置付く。した
がって，受講生には関連科目の積極的履修を期待したい。
なお、講義中の私語は厳禁とする。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義で配布するレジュメ（Oh-o! Meiji のクラスウエブを利用する
こともある）を再読して、疑問等があれば次回講義の場で質問をし
ていただきたい（リアクション・ペーパーに書いても可）。また、
次回の内容の目的・目標を講義の最後に触れるので、関連情報の事
前収集を予習として行うこと。
教科書
教科書は指定しない。毎回の講義で配布するプリント（講義レジュ
メ）をテキストとする。
参考書
小田切徳美『農山村は消滅しない』（岩波新書）は本講義の内容と
重なる。しかし、今年度講義は、同書執筆以降の新たな実態認識や
理論的枠組みを含み、完全に一致するものではない。
成績評価の方法
学期末試験を行い，それによって評価する（定期試験100％）
。た
だし，ほぼ毎回，リアクション・ペーパー（講義内容へ意見や質問
等）の提出を求め，特にすぐれたものは、成績の加点要素とする（最
大２０点）。
その他
地域ガバナンス論研究室（３号館４階 3-420Ａ）
odagiri@meiji.ac.jp

目

履修上の注意
共生社会特論（秋学期）への連続履修が望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
前回の内容を１行で整理してくる。
教科書
特に指定しない
参考書
『コモンズの社会学：森・川・海の資源共同管理を考える』著者
名（井上真・宮内泰介編）出版社名（新曜社）
『環境政策の経済学：理論と現実』著者名（植田和弘他編著）出
版社名（日本評論社）
『リーディングス環境第５巻：持続可能な発展』著者名（植田和
弘他編）出版社名（有斐閣）
『環境経済学』著者名（植田和弘）出版社名（岩波書店）
成績評価の方法
成績は，毎回の講義の最後に行なわれる小レポート（３～５行）
50％，学期末試験50％をもって判定する。
その他
質問は
共生社会論研究室（３号館４階421Ａ号室）
m-oka@meiji.ac.jp まで
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科目ナンバー：(AG)AGE361J
科

目

名

単位数

現代社会と食

2単位

科目ナンバー：(AG)AGC351J
担当者
片野

科

洋平

授業の概要・到達目標
私達が毎日接する「食」の背後には様々な問題が潜んでいる。本
講義では、現代社会における「食」を巡る社会現象や社会的課題を
理解し、受講者一人ひとりが「食」に対して考える能力を獲得する
ことを目標とする。その際、本講義では、世界の動向を踏まえつつ
健康、偽装、リスク、文化など、現代社会における重要な「食」に
関するキーワードから講義を展開する。
授業内容
第１回：ａ：イントロダクション
（食を取り巻く現代社会の特徴について概説する）
b: 授業に対する簡単なアンケート
第２回：世界の食の課題 （１）
第３回：世界の食の課題 （２）
第４回：世界の食の課題 （３）
第５回：世界の食の課題 （４）
第６回：食と健康 （１）
第７回：食と健康 （２）
第８回：レポートの書き方・食と文化 （１）
第９回：食と文化 （２）
第１０回：食と文化 （３）
第１１回：食と文化 （４）
第１２回：食と偽装
第１３回：予防原則
第１４回：リスクコミュニケーション まとめ
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

目

名

単位数

食生活の科学

2単位

担当者
川野

因

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
食の営みは，人間が生存し，それを維持して行く為の基本的要素
であるという認識のもと，食生活と食品産業，農林水産業とのかか
わり，更に，適切な食品選択が持続可能な社会の実現と健康な身体
づくりに及ぼす影響について理解することを教育目標とし，健康的
な食生活の在り様を説明できることを達成目標とする。
《授業の概要》
戦後から今日までの日本の食生活と疾病構造の変遷，フードシス
テムと食料消費行動の変化について基本的数値などを把握し，21世
紀の食料問題からすべての国民が健やかで心豊かに生活できる社会
の実現に向けた食生活の在り方ついての理解を深める。
授業内容
第1回 a：イントロダクション、ｂ：食生活と栄養の科学
第2回 我が国の食を取り巻く環境の変化
第3回 食品の定義と種類、日本食品標準成分表
第4回 食べ物の一次機能 （栄養機能：五大栄養素とその働き）
第5回 食べ物の二次機能 （嗜好・感覚機能：摂食と食欲調節）
第6回 食 べ物の三次機能 （生体調節機能：神経内分泌系、酵素
反応）
第7回 食べ物の消化と吸収
第8回 国民健康・栄養調査 （健康増進法、基礎項目と重点項目）
第9回 日本における健康課題 - その１ 健康寿命の延伸
第10回 日本における健康課題 - その２ 男性の肥満と女性のやせ
第11回 健 康づくり施策 その１（健康日本21（第二次）
、日本人
の食事摂取基準2020年版）
第12回 健康づくり施策 その２（食育基本法、食生活指針）
第13回 身近な食生活課題の解決策（課題レポートの作成）
第14回 まとめ （健康的な食事）
履修上の注意
毎回，授業で紹介したテーマを復習するとともに，当該テーマを
自らの食生活や周辺の人々の食生活場面に照らし合わせ，改善すべ
き事項に気づき、積極的・意欲的に改善に取り組むことが望ましい。

履修上の注意
受講生は興味を持って授業に臨んでほしい。授業中における質問・
疑問・コメントを歓迎する。資料は配布する予定だが、各人がきち
んとノートを取ることを期待する。
準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の授業の復習を通じて、各人が授業内容を理解するとともに、
各人が授業で扱った課題に対する自分なりの解答を見出す努力を行
うことを期待する。
教科書
特に指定しない。
参考書
マイケル・ポーラン（2009）『雑食動物のジレンマ（上）（下）』
東洋経済新報社
嘉田 良平（2008）『食品の安全性を考える』放送大学教材
成績評価の方法
リアクションペーパーなど（20％）
、期末試験：（80％）で評価し
ます。
その他
食料農業社会学研究室（３号館４階416Ａ号室）

準備学習（予習・復習等）の内容
毎回、授業前に配布する資料にもとづき予習をする。不明な点は
当該、授業前後に質問し、適切な理解に努めること。授業後は，講
義の振り返りを行うとともに、毎回、Google Forms による小テス
トへの回答を提出する。
教科書
特に指定しない。
参考書
『基礎栄養学』鈴木和春ほか著（第一出版）、2019年
『基礎栄養学』柴田克己ほか編（南江堂）、2020年
『食品学Ⅰ』中山勉ほか編（南江堂）、2020年
『日本人の食事摂取基準2020』厚生労働省
『食育白書』農林水産省
成績評価の方法
毎回出欠をとり、2/3  以上（9回以上）の出席をもって評価対
象とする。
評価は、毎回の「小テスト」得点（40%）と授業への積極的参加
状況（20％）
、試験に代わる「課題レポート」（40%）内容にて総合
的に実施する。
その他
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科目ナンバー：(AG)AGE341J
科

目

名

食品ブランド化戦略論

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGE341J
担当者
大江

科

授業内容
第１回 a のみ：イントロダクション（食品安全リスク論で何を学
ぶか）
第２回 食品の安全性とは－リスク分析
第３回 リスク評価について（概論）
第４回 リスク評価について（ダイオキシン・タバコ）
第５回 リスク管理と検査制度（国内検査・輸入品検査）
第６回 食の安全性をめぐる国際的枠組み（WTO）
第７回 食品公害－水俣病
第８回 生産部門の安全性対応―有機農産物と GAP
第９回 加工部門の安全性対応―HACCP
第10回 流通部門の安全性対応―トレイサビリティ・表示
第11回 食の安全とブランド－地域団体商標と地理的表示
第12回 ブランド化の事例－伝統野菜
第13回 ブランド化の事例－銘柄牛
第14回 ブランド化の事例－加工食品

名

食品マーケティング論

徹男

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
近年，食品の安全性をめぐる問題が注目を浴びている。本講義で
は，安全性の経済学的意味や安全性を考察する上で必要不可欠なリ
スク分析と安全に関する事例研究について説明する。また，リスク
分析を踏まえたより積極的な安全性への取り組みとして，ブランド
化戦略について紹介する。つまり、安全性を前提としての農産物及
び食品のブランド化について説明する。
《授業の概要》
最初に食品リスクの理論的説明をおこなう。そのうえで，食品安
全に関する個別具体的事例を検証しながら，わが国の食品安全行政
とブランド化について述べる。ビデオ等の視覚教材を活用する。

目

単位数
2単位

担当者
大浦

裕二

授業の概要・到達目標
マーケティングに関する基礎知識（定義，コンセプトの変遷，製
品・価格戦略，ブランド，消費者行動，マーケティング・リサーチ
など）について，できるだけ平易に解説します。工業製品などを対
象とした一般マーケティングの基本的な考え方や理論を講義の柱と
しますが，さらに食品や農業関連のマーケティング活動事例を多く
取り上げて，グループディスカッションも行いながら，食品マーケ
ティングと一般マーケティングとの共通点および相違点についても
習得します。
授業内容
第１回 a: イントロダクション。
b: マーケティングの基本的な考え方を理解する。
第２回 マーケティングコンセプトの変遷について理解する。
第３回 マーケティング STP（セグメンテーション，ターゲティン
グ，ポジショニング）を理解する。
第４回 マーケティングミックスと製品戦略を理解する。
第５回 プロモーション戦略・チャネル戦略・価格戦略を理解する。
第６回 製品ライフサイクルについて理解する。
第７回 戦略的マーケティングについて理解する。
第８回 これまで学習したマーケティング理論を用いてマーケティ
ング戦略を考える（中間試験）。
第９回 マーケティング・リサーチとその活用方法について理解す
る。
第10回 マーケティング・リサーチ演習を行う。
第11回 消費者行動とマーケティングの関係を理解する。
第12回 日本の消費者の特徴について理解する。
第13回 多様な小売業と小売マーケティングについて理解する。
第14回 a: 期末試験。
             b: 試験の正答解説と授業を総括する。

履修上の注意
積極的かつ主体的な参加を期待する。

履修上の注意
数式を使用することがあるが，数学について特別な準備は必要な
い。

準備学習（予習・復習等）の内容
講義の内容については，自分の生活の中で実際のどのように実践
されているか，確認して下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に配布するレジュメの該当箇所を振り返り，不明な部分が
あれば授業で質問すること。

教科書
教科書は使用せず，講義レジュメを配付する。

教科書
教科書は特に定めない。

参考書
特になし

参考書
高嶋克義・桑原秀史著『現代マーケティング論』有斐閣

成績評価の方法
定期試験と講義終了後に毎回提出してもらうコメントで評価する。
定期試験が80％、毎回提出するコメントが20％。

成績評価の方法
中間試験（40％），期末試験（40％），期中のレポート（10％）に
加え，授業の参画度合（10％）などにより総合的に評価します。

その他
オフィスアワーは別途指示します。

その他
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科目ナンバー：(AG)AGE341J
科

目

名

食文化と農業ビジネス

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGE391J
担当者
金丸

科

授業の概要・到達目標

授業内容

１．
「食と健康」と「食育基本法」
。コロナのなかで注目されるのが健康と免
疫力のアップ。
BMI、
「腸内セルフチェックシート」
、
「食バランスガイド」
を使い、まずは自らの健康をチェック。体調をととのえることを大切に
したい。健康のための食育活動を取り上げる。国は「食育基本法」を策定。
健康と食とは国の政策にもなっている。コロナ以降、学校給食でも免疫
力アップのメニューが登場しています。
２．食 のニーズマッチング。
「さいたまヨーロッパ野菜研究会」など。コロ
ナ以降、人気になっている。瀬戸内ジャムズガーデン。
３．食のテキスト作成とワークショップと教育とブランドの形成。高山市
「宿
儺かぼちゃ」
、豊岡市「コウノトリ育む米」
、茨城県小美玉市「レンコン」
ワークショップ。地域の食のプロモーション事業。常陸太田市・常陸秋
そば、福井県・蕎麦、長野県下條村・蕎麦など。
4．新規就農支援事業増加、今治市「さいさいきて屋」
、大村市「おおむら夢
ファームシュシュ」
、オーガニック朝市。コロナ以降も売り上げあげる。
5．新しい食へ。野菜くらぶ、六星、村上農場、オーガニック抹茶。コロナ
以降も売り上げを伸ばす。
6．食文化の発信。モクモク手づくりファーム，ぶどうの樹（好評はグラン
ピング）他。
7．イタリアアグリツーリズモとスローフードの戦略。
8．食 育とその現場での試み（塩尻市、笠岡中央病院，自由学園，
「ふじよ
うちえん」ほか）
9．地域景観とデザイン。農家宿泊とグリーンツーリズムとリノベーション。
全国まちやど協会。Footprints. 「gochi 荘」
。
１0．SDG ｓと脱炭素の実践的活動。石坂産業。徳島地域エネルギーと木質バ
イオマス。
．
11．地方創生と「まち・ひと・仕事総合戦略」地方への若者移住政策。ふる
さと回帰支援センター。
１2．注目の人材育成事業 田辺市
「たなべ未来創造塾」
、高知県
「土佐 MBA」
。
１3．経済とエネルギーを考える。鈴廣、上田市民エネルギー、宝塚すみれ発電。
地域に暮らしやすい環境づくりや、新たな仕組みを作り始めています。
１4．これまでのふりかえり。持続社会の農業とは。新しい食。まとめ。最終
レポート。

名

食農メディア論Ａ

弘美

《授業の達成目標及びテーマ》
１食と健康、食の発信の力、食育、栄養バランス、レシピの提案、美味しい
モノの発信、地方や観光と景観や環境を繋ぐ力、持続社会を意識した新た
な地域ビジネス活動などなど、現場で活躍する女性たちを中心に取り上げ
ます。若い人たちのための地方での創業・起業支援、移住・定住など支援
策も各地で盛ん。若い人の仕事づくりを国も支援しています。
農
 村観光の新しいスタイルなど、実際に行われている現場から取り上げ全体
の状況を紹介。コロナ以降も活気を呈している活動に注目。農産物直売所、
農家宿泊、食の履歴から食べ方まで提案する動き。ワークショップ、体験農
園など、地域をまるごと観光にする新しい食文化やビジネスの動きを紹介。
国が掲げる「地方総合戦略」
、国連が推進する「SDG ｓ」
「脱炭素社会」も
意識しながら、地域の持続的経済につながる地方や農村の新しい形を取り上
げます。また農村の観光・宿泊と農業と特産品の連携も取り上げる。
２ .今後の食文化をメインとした地域経済の新しいポジションと実際に現場
で働くことのできる食と農のありかたを提示する。コロナ以降でも売り上
げを伸ばす活動も紹介。
３ .今後の地域デザインと経済的手法，食と農と町づくりを含めた総合マネ
ジメントのあり方や現場で求められる実践の手法を学ぶ。
《授業の概要》
具体的な各地の事例を多くの写真を交えて紹介し，現場にそった形で，現
在の持続社会のなかの食の文化や新しい農業ビジネスのあるべき方向を検討
する。

目

単位数

担当者

2単位

榊田みどり

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
メディアから得られる農業・農村の情報を多角的な視点と長期的
な視野でとらえ直す力を養う。同時に、特定のメディアのみを鵜呑
みにせず、農業・農村の現場に生きる人々の実像への関心と理解を
深め、現場を基点に自ら考える力を養う。
《授業の概要》
マスコミが発する農業・農村像は、現場情報の一部を切り取るた
め、どうしても一面的な視点からの発信になりがちです。また、出
版元の立場によって情報の切り取り方も異なります。講義では、テ
レビや新聞・雑誌の記事などを題材に、記事とは異なる視点での情
報や農業・農村現場の実例などを紹介しつつ、情報を複眼でとらえ
直す習慣を身につけていただきたいと思っています。
可能な限り、農業者やメディア関係者をゲストスピーカーに招き、
現場の声に接する機会を設ける予定です。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：時系列で見る農業・農村に関するマスコミの論調変化
第３回：時系列で見る農業・農村に関するマスコミの論調変化
第４回：時系列で見る農業・農村に関するマスコミの論調変化
第５回：時系列で見る農業・農村に関するマスコミの論調変化
第６回：都市から見る農業・農村と現場基点で見る農業・農村
第７回：都市から見る農業・農村と現場基点で見る農業・農村
第８回：都市から見る農業・農村と現場基点で見る農業・農村
第９回：都市から見る農業・農村と現場基点で見る農業・農村
第10回：「食」の視点で見る農業・農村をめぐる議論 （１）
第11回：「食」の視点で見る農業・農村をめぐる議論 （２）
第12回：「食」の視点で見る農業・農村をめぐる議論 （３）
第13回：「食」の視点で見る農業・農村をめぐる議論 （４）
第14回：a．講義全体のふりかえり b．試験

（１）
（２）
（３）
（４）
（１）
（２）
（３）
（４）

履修上の注意

出席・毎回の感想の提出、質問をしていただくことを評価します。
ホームページ，ブログ，著作で各地の取り組みを紹介しています。
http://www.banraisya.co.jp/kanamaru/home/index.php
授業に連動する WEB 連載とＹｏｕＴｕｂｅでも配信をしています。

準備学習（予習・復習等）の内容
授業で紹介をする各地の事項や参考テキスト・農業の現場で用いられてい
るテキストの詳細は 金丸弘美ホームページ（金丸弘美で検索すれば出てき
ます）から見ることができます。
◎ホームページ http://www.banraisya.co.jp/kanamaru/home/index.php
農業の基本的データは、農林水産省のホームページの「農林水産基本デー
タ 集」
https://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/index.html を 検 索 を す れ ば、 日
本、海外の生産状況、自給率や農家の数など基本データを観ることができま
す。基礎事項をあらかじめ把握をしておきましょう。 また国の農業政策は令
和4年度農村振興局関係予算概算要求の概要」
（農林水産省）
https://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan/ で観ることができます。

履修上の注意
講義中に簡単なレポートを求めることがあります。講義内容は、
適宜変更の可能性があります。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習・復習に努めること。

教科書

教科書
特に定めません。

参考書

参考書
使用しません。

『田舎の力が 未来をつくる !:
ヒト・カネ・コトが持続するローカルからの変革』
金丸弘美（著）
   合同出版
ISBN4772613242 価 格 \1,728（税込）

「田舎力 ヒト・夢・カネが集まる5つの法則」
（NHK 出版）金丸弘美著
７５６円＋税
ISBN4140882972
「地域の食をブランドにする！食のテキストを作ろう」金丸弘美著 670円
（税込）
（岩波書店）
ISBN4002709884
「里山産業論
「食の戦略」が六次産業を超える」金丸弘美 864円（税込）
（角
川書店）
ISBN4040820444
「食にまつわる55の不都合な真実 」
（ディスカヴァー携書）金丸弘美著
1,080円（税込）
（ディスカヴァー・トゥエンティワン）
ISBN4799323539

成績評価の方法

出席、毎回の感想提出、最終授業でのレポート提出。

その他

成績評価の方法
定期試験60％、レポート30％、平常点10％。
その他
農業・農政・地方・食に関する記事やニュースに日頃から関心を
持ってください。
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科目ナンバー：(AG)AGE391J
科

目

名

食農メディア論Ｂ

科目ナンバー：(AG)AGE321J

単位数

担当者

科

2単位

榊田みどり

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
メディアから得られる農業・農村の情報を多角的な視点と長期的
な視野でとらえ直す力を養う。同時に、メディアを鵜呑みにせず、
農業・農村の現場に生きる人々の実像への関心と理解を深め、農業
や農村について現場を基点に自ら考える力を養う。
《授業の概要》
マスコミではあまり報道されない、農業や地域づくりに関する各
地の新しい動きの事例を中心に紹介。農業と教育・福祉の連携や農
業体験の事業化など「農業＝農産物生産」という固定観念を崩し、
広い視野で農業のあり方を考えるための素材を提供します。可能な
範囲で農業者等をゲストスピーカーに招き、現場の声に接する機会
を設ける予定です。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：農業の多面的機能と新たな農業のカタチ （１）
第３回：農業の多面的機能と新たな農業のカタチ （２）
第４回：農業の多面的機能と新たな農業のカタチ （３）
第５回：農業の多面的機能と新たな農業のカタチ （４）
第６回：農業の多面的機能と新たな農業のカタチ （５）
第７回：農業の多面的機能と新たな農業のカタチ （６）
第８回：地域を基点にした食・農システム再構築の動き
第９回：地域を基点にした食・農システム再構築の動き
第10回：地域を基点にした食・農システム再構築の動き
第11回：地域を基点にした食・農システム再構築の動き
第12回：地域を基点にした食・農システム再構築の動き
第13回：地域を基点にした食・農システム再構築の動き
第14回：a．講義全体のふりかえり b．試験

（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
（６）

履修上の注意
講義中に簡単なレポートを求めることがあります。内容は適宜変
更する可能性があります。

目

名

農業経営の発展と地域農業

単位数
2単位

担当者
澤野

久美

授業の概要・到達目標
本講義では、日本の農業経営や地域農業をめぐる現状、直面して
いる課題や新たな可能性等について、事例を取り上げながら解説す
る。実態をふまえながら、持続可能な農業経営の発展や地域農業の
あり方について考察し、自分の意見を述べられるようになることを
到達目標とする。
授業内容
第１回：a のみ：イントロダクション
第２回：農村社会と地域農業の変化
第３回：地産地消・６次産業化 （１） 農産加工・直売
第４回：地産地消・６次産業化 （２） 農産加工・直売
第５回：地産地消・６次産業化 （３） 農家レストラン
第６回：地産地消・６次産業化 （４） 農家民宿
第７回：地産地消・６次産業化 （５） 在来作物
第８回：地産地消・６次産業化 （６） 清酒
第９回：農業・農村と女性 （１） 地位の変化、ネットワーク、農業
女子プロジェクト
第10回：農業・農村と女性 （２） 女性の経営参画
第11回：農福連携 （１） 農福連携とは、農業と福祉の出会いの場づ
くり
第12回：農福連携 （２） 農業法人での取り組み
第13回：農業経営における組織づくりと人的資源管理 （１） 採用や
人材育成
第14回：農業経営における組織づくりと人的資源管理（２） モチベー
ション

履修上の注意
実際の取り組みから真摯に学ぶこと。農業・農村問題に広く関心
を持ち、知識を深めること。履修者の理解を促すため、映像資料も
使用する。ゲスト講師による講義も予定しているが、都合により、
授業回を入れ替える可能性がある。授業時間内にリアクションペー
パーの提出を求める。リアクションペーパーに書かれた内容は、次
回以降の授業内で紹介することがある。授業中の私語等の迷惑行為
には、厳重に対処する。

準備学習（予習・復習等）の内容
予習・復習に努めること。

準備学習（予習・復習等）の内容
図書、新聞、Web 等を活用して、農業や農業経営に関わる内容
をまとめる。授業内で紹介した事例と同様の取組を行っている事例
を調べてみる。

教科書
特に定めません。

教科書
特に定めない。

参考書
使用しません。

参考書
特に定めない。（必要に応じて授業内で紹介する）

成績評価の方法
定期試験50％、レポート30％、平常点20％。

成績評価の方法
定期試験50%。授業への貢献度50%（リアクションペーパー）。

その他
農業・農政・地方・食に関する記事やニュースに日頃から関心を
持ってください。

その他
オフィスアワー・連絡先は、初回の講義で指示する。
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科目ナンバー：(AG)AGE391J
科

目

農業史

名

単位数
2単位

担当者
中村

塑

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標》
本授業では、日本における農業の歴史を理解し、現代日本農業が
有する諸問題を歴史的に考えることを目標とする。
《授業の概要》
当たり前のことであるが、人間は食料なくしては生きていくこと
ができない。したがって人間は、人間に食料を供給する第1次産業、
特に農業とともに長い歴史を歩んできた。しかしながら、人間が作っ
た社会の仕組みは各時代によって異なるため、社会の影響を受けや
すいという性格を持つ農業は、それぞれの時代ならではの姿もあら
わしてきた。農業について、時代を越えてつながっている点は何で
あるのか、各時代の中でのみみられた点は何であるのか、つまり歴
史の連続している面と断絶している面の双方を意識しながら授業を
進めていく。
授業内容
第１回：ａのみ：イントロダクション（農業史とは）
第２回：原始の農業
第３回：古代の農業
第４回：中世の農業①（鎌倉・南北朝期の農業）
第５回：中世の農業②（室町・戦国期の農業）
第６回：近世の農業①（新田開発の進展）
第７回：近世の農業②（集約農業の追求）
第８回：近世の農業③（農書の成立）
第９回：近代の農業①（地租改正と農業）
第10回：近代の農業②（小作争議の勃発）
第11回：近代の農業③（戦争と戦時農業統制の開始）
第12回：現代の農業①（農地改革）
第13回：現代の農業②（高度経済成長と農業）
第14回：現代の農業③（国際化時代の農業）

履修上の注意
日本史の知識は必要としない。歴史に関心のある学生の履修を望
む。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に配布するレジュメをよく見直し、不明なことについては
質問すること。
教科書
指定しない。講義レジュメを配布する。
参考書
木村茂光編（2010）『日本農業史』吉川弘文館
成績評価の方法
試験（70％）と毎回の講義の最後に実施する小レポート（30％）
で評価する。
その他
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科目ナンバー：(AG)AGE331J
科

目

名

単位数

担当者

2022年度以降入学者

比較農業論

2017～2021年度入学者

2単位

暁

剛

国際比較農政論

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
本講義では、先進国と途上国の農業（主に農業政策と農業概況）
について広く浅く概説したのち、比較検討を行う。先進国として、
アジアにおいて日本・韓国・台湾、欧米において EU、アメリカ・
カナダ、そしてオーストラリア、などを取り上げる。途上国として、
ASEAN、南アジア（インド・パキスタン・バングラデシュなど）
を取り上げる。また、2000年代初頭以降に農業搾取政策から農業保
護政策に転換した中国を取り上げ、先進国と途上国との比較検討を
行う。
《授業の到達目標》
本講義を受講することで、先進国における農業保護政策や農業概
況、途上国における農業搾取政策や農業概況、先進国と途上国の中
間に位置する中国農業に関する理解が深まることが期待される。
授業内容
第１回（9/20）：イントロダクション（先進国と途上国）
第２回（9/27）：先進国における農業保護政策
第３回（10/4）：日本の農政と農業
第４回（10/11）：韓国の農業と農政
第５回（10/18）：台湾の農政と農業
第６回（10/25）：先進国の WTO 対応
第７回（11/8）：EU の共通農業政策と農業
第８回（11/15）：オーストラリアの農政と農業
第９回（11/22）：アメリカの農政と農業
第10回（11/29）：カナダの農政と農業
第11回（12/6）：中国の農政と農業
第12回（12/13）：ASEAN の農政と農業
第13回（12/20）：南アジアの農政と農業
第14回（1/10）：まとめ（比較検討）
※講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意
特にない。
準備学習（予習・復習等）の内容
第１回目の講義以降、講義内に適宜紹介した参考書や新聞報道な
どの該当箇所について予習すること。講義終了後、配布したプリン
ト（または、Oh-o!Meiji にアップした資料）について復習すること。
教科書
特に定めない。毎回の講義でプリントを配付する。または、Oho!Meiji に資料をアップする。
参考書
『農業経済論新版』、速水佑次郎・神門善久、岩波書店、２００２年。
成績評価の方法
ミニレポート６０％、定期試験４０％。
その他
研究室：３号館４階４２３ A 号室
E-mail: xiaogang@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)AGE331J
科

目

名

単位数

科目ナンバー：(AG)AGE351J
担当者

科

2022年度以降入学者

食と農の貿易ルール

2017～2021年度入学者

目

名

単位数

担当者

2単位

コーディネーター
暁

2022年度以降入学者
2単位

作山

巧

国際貿易協定論

国際協力論

2017～2021年度入学者

国際協力と国際機関

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
食料貿易に関する国際ルールについて講義する。具体的には、（１）
全世界を対象とする WTO（世界貿易機関）、（２） 主に二国間で締結
される FTA（自由貿易協定）や EPA（経済連携協定）、（３）TPP（環
太平洋パートナーシップ）協定のように、経済規模の大きな日本・
米国・EU・中国が相互に締結するメガ FTA、という３つの類型の
貿易協定について解説する。教員は、農林水産省でこれら全ての交
渉に従事した経験があり、その体験談を随所に交えた講義を行う。
《授業の到達目標》
WTO のルールが依然として食料貿易で重要な役割を果たしてい
る現状を把握した上で、FTA・EPA やメガ FTA が拡大した理由や
問題点、それらが日本の食料・農業に与える影響について理解する。
授業内容
第１回 a のみ：イントロダクション
第２回 食と農の貿易ルールを学ぶために（教科書第１章）
第３回 GATT の歴史と基本原則（教科書第2章）
第４回 GATT ウルグアイ・ラウンド農業合意（教科書第3章）
第５回 WTO 農業協定の実施状況（教科書第4章）
第６回 WTO 協定下の重要品目の貿易制度（教科書第5章）
第７回 WTO ドーハ・ラウンド交渉（教科書第6章）
第８回 WTO 衛生植物検疫協定と紛争解決制度（教科書第7章）
第９回 WTO 知的所有権貿易協定と地理的表示（教科書第8章）
第10回 世界の FTA の動向（教科書第9章）
第11回 日本の EPA の動向（教科書第10章）
第12回 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定（教科書第11章）
第13回 日 EU 経済連携協定（日欧 EPA）（教科書第12章）
第14回 メガ FTA 時代の日本の食と農（教科書第13章）
履修上の注意
受講に当たって特段の予備知識は前提としないが、春学期の「食
料貿易論」を併せて受講することが望ましい。なお、食料貿易論研
究室への入室を希望する学生は、2年次での本科目の受講が必須で
ある。
準備学習（予習・復習等）の内容
教科書は開講前に必ず購入し、事前に該当部分を読み、毎回の講
義に持参すること。また、教科書の設問を用いた講義時の小テスト
と講義後の感想の提出を毎回行う（このため、教科書を持参しない
と小テストに解答できない）。
教科書
『食 と 農 の 貿 易 ル ー ル 入 門 ― 基 礎 か ら 分 か る WTO と EPA/
TPP』作山巧（昭和堂）2019年
参考書
１．
『WTO・FTA 法入門』小林友彦・飯野文・小寺智史・福永有
夏（法律文化社）2016年（全般）
２．
『WTO・FTA・CPTPP －国際貿易・投資のルールを比較で学
ぶ』飯野文（弘文堂）2019年（全般）
３．
『詳解 WTO と農政改革』山下一仁（食料農業政策研究センター）
2001年（第3～5回）
４．
『解読・WTO 農業交渉―日本人の食は守れるか』石田信隆（農
林統計協会）2010年（第7回）
５．
『2021年版不公正貿易報告書』経済産業省通商政策局編（樹芸
書房）2021年（第8回）
６．
『農林水産物・飲食品の地理的表示」高橋梯二（農山漁村文化
協会）2015年（第9回）
７．
『2021年版世界貿易投資報告』ジェトロ編（日本貿易振興機構）
2021年（第10回）
８．
『詳解経済連携協定』外務省経済連携協定研究会（日本経済評
論社）2022年（第11回）
９．
『日本の TPP 交渉参加の真実－その政策過程の解明』作山巧（文
眞堂）2015年（第12回）

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
国際協力は単なる同情や損得勘定で行われるものではなく、明確
な理念や様々な手法、実務的実行体制に裏打ちされている。しかし
実際の途上国開発協力では、厳しい現実の前にそうした理念や手法
が当てはまらない場合も多い。この講義では、国際機関での勤務や
開発協力の経験の豊富な4名の講師が、実際の農業開発援助事業の
実例を参考に、開発協力で直面する様々な問題と対応策について議
論する。また、開発経済理論や国際援助機関の基準も引用しながら、
なぜ農業開発協力が必要なのか、どのような手段と問題があり、ど
う解決しようとしてきたのかをさぐる。授業全体を通じて、他の国
の人のために働くことの難しさ、喜び、驚きを感じてもらい、国際
協力への関心と認識を高めてもらうことを目指す。
《到達目標》
国際協力といってもその範囲は広い。ここでは、将来受講生が様々
な国際的な仕事にかかわる可能性があることを考慮し、国際貢献に
関する理論と国際協力の実務や問題について、大学生としての専門
的知識を習得することを目標とする。
授業内容
第１回：国際協力と国際機関：課題（暁剛）
第２回：国際協力と国際機関の役割（坪田邦夫）
第３回：国際開発の基礎理論（坪田邦夫）
第４回：国際協力理念の変遷（坪田邦夫）
第５回：国際研究協力とは（杉野智英）
第６回：国際協力から学ぶ－インドネシアの経験から（杉野智英）
第７回：開発協力とジェンダー・宗教（高木茂）
第８回：アフリカ開発協力（高木茂）
第９回：開発援助とコンサル・ＮＧＯの役割（高木茂）
第10回：現場から見た開発協力の光と影（高木茂）
第11回：国際協力の手法（坪田邦夫）
第12回：事例分析－インドネシア精米近代化事業（坪田邦夫）
第13回：事例分析－中国遊牧民定住支援事業（坪田邦夫）
第14回：国際協力と国際機関：まとめと展望（暁剛）
履修上の注意
外務省やＪＩＣＡ、世界銀行、国際機関などのホームページを事
前に閲覧し、国際協力について一通りの知識は持っていてほしい。
授業は、各講師が自分自身の国際機関等での経験や現地調査に基づ
いて作成した一連の資料を用いて行う。必ず出席して具体的な話を
体感して欲しい。
準備学習（予習・復習等）の内容
参考書等を事前学習することで，国際協力の考え方と基本的な専
門用語を適宜整理し、頭の中に入れておくこと。国際協力という性
格上、海外を相手にすることになるので、予習・復習に使う参考書
も、できれば英語で読んでほしい。
教科書
特になし。
参考書
『開発経済学』 速水佑次郎 （創文社） 2000年
『国際協力機構（JICA）年次報告書』 JICA
『世界開発報告』 世界銀行

成績評価の方法
講義時の小テスト（50％）と定期試験（50％）により評価する。

成績評価の方法
定期試験（100％）

その他
オフィスアワーは木曜日3限であり、それ以外の時間帯を含めて
面談を希望する場合は、事前に教員宛（sakuyama@meiji.ac.jp）に
メールを送付し、アポイントメントをとること。

その他
コーディネーター連絡先：国際経済論研究室（3号館423A 号室）
E-mail：xiaogang@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)AGE351J
科

目

名

途上国と一次産品論

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGE341J
担当者
大江

科

授業内容
[ 第１回 ]
[ 第２回 ]
[ 第３回 ]
[ 第４回 ]
[ 第５回 ]
[ 第６回 ]
[ 第７回 ]
[ 第８回 ]
[ 第９回 ]
[ 第10回 ]
[ 第11回 ]
[ 第12回 ]
[ 第13回 ]
[ 第14回 ]

a のみ：イントロダクション（フードシステム論特講で
何を学ぶか）
アフリカの抱える問題とは
比較優位説と自由貿易
大航海時代とヨーロッパの貿易の変化（スパイスの話）
世界市場の形成とイギリスの経済発展
カリブ海の植民地化と砂糖
アフリカにおける奴隷貿易の実態
イギリスの産業革命と植民地拡大（綿と茶の話）
アフリカの植民地化ーケニアの事例（農業）
アフリカの植民地化ー南アフリカの事例（鉱物）
一次産品の価格形成・流通①（コーヒー）
一次産品の価格形成・流通②（コーヒー）
WTO 体制下における途上国の農産物貿易問題
公正な貿易－フェアトレード

名

先進国の食と環境

徹男

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
貧困問題を考えるために，主にアフリカに焦点を絞って，同地域
の農業と食料の現状，貧困について，一次産品に着目しながら，理
論的かつ歴史的に理解することを目的とする。
《授業の概要》
欧米諸国とアフリカの歴史的関係性を対象に，国際経済学（貿易
理論），経済史等を駆使しながら，現在のアフリカにおける貧困や
世界の農産物貿易の状況について，理論的かつ実証的に説明する。
内容は，図表やビデオを活用して，可能な限り理解しやすいよう
に説明する。

目

単位数
2単位

担当者
和泉

真理

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
食・農・環境はその土地の自然・歴史・社会・文化に根付く固有・
保守的なものであるが、グローバル化がこれらの分野でも急速に進
んでいることも事実である。今や日本の食・農・環境に関する考察
を、海外の動向との比較抜きに行うことはできない。本授業では、
先進国の食と農と環境を巡る最新のトピックについて学ぶことを通
じ、その多様性と共通性を認識し、先進国の１つである日本と諸外
国との比較から日本の食・農・環境を評価するという視点を持つこ
とを目的とする。
《授業の概要》
本講義では、先進国特に欧州を中心に食と農と環境について毎回
様々なトピックを扱い、その背景や各国の具体的な食・農・環境に
関する取組や政策の紹介、日本との比較について、画像、動画など
も活用しつつ講義を行う。
授業内容
第１回 イントロダクション、先進国特有の食・農・環境をめぐる
諸問題
第２回 先進国の食料消費・食生活
第３回 食品・農場の表示と認証
第４回 有機農業と有機産品市場
第５回 食料安全保障
第６回   フードシステムの特徴と構造
第７回 グローバル化するフードシステム
第８回 先進国の農業（農地、農業者）
第９回 先進国の農業（農業経営の多角化、農業政策ツール）
第10回 農業と環境保全：両立のための手法
第11回 環境に偏重するヨーロッパの農業政策
第12回 EU 離脱後の英国農政：公的資金は公共財へ
第13回 協同組合
第14回 都市と農村を結ぶ
※講義内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
食や環境に関わるニュースや自身の周辺の事象に常に関心を払
い、問題意識を持って講義に参加し、積極的に質問をしてほしい。
なお、海外について学ぶ以上最低限の英語力は必要であり、英語
の資料、動画も用いて講義を行う。

履修上の注意
主体的かつ積極的な授業参加が望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義の内容について，身の回りの食品について途上国でどのよう
に生産・流通されているか，調べてみましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容
講義で使用したパワーポイント資料やレジュメを再読し、疑問等
があれば次回講義の場で質問をしていただきたい（コメント・ペー
パーに書いても可）。
講義に使用したパワーポイント資料は適宜クラスウェブにアップ
ロードする。

教科書
特に定めない。必要に応じてプリントを配布する。

教科書
特に指定しない。準備したパワーポイント等や講義用レジュメを
用いて授業を行う。

参考書
特に定めない。

参考書
授業のテーマに応じて必要な場合には授業の中で紹介する。

成績評価の方法
定期試験と講義終了後毎回提出してもらうコメントで評価を行う。
定期試験が80％、コメントが20％。

成績評価の方法
講義毎に，テーマを指定したコメント・ペーパーの提出を求め、
その提出状況及び内容によって評価する（100%）。

その他
オフィスアワーは別途指示します。

その他
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科目ナンバー：(AG)AGE351J
科

目

名

途上国の食と環境

科目ナンバー：(AG)LAW341J

単位数
2単位

担当者
暁

科

剛

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
多くの途上国は第二次世界大戦後，宗主国の植民地や傀儡政権か
ら独立を果たした。本講義は，アジアにおける途上国や地域を中心
に取り上げる。とくにモンゴル国と内モンゴル自治区（中国版図に
含まれる）の事例を通じて，社会経済・食料・農業・環境・地域文
化などの領域に焦点を当てて，第二次世界大戦前後の歴史的展開や
現状などについて広く浅く紹介する。なお，講義内容の前半は文献
調査に，後半（モンゴル国と内モンゴル自治区）は現地調査に，そ
れぞれ基づくものである。
《授業の到達目標》
本講義を受講することで，アジアにおける途上国や地域に関する
基礎的ではあるが全般的な知識，ならびにモンゴル国や内モンゴル
自治区に関する専門的な知識を身につけることができる。
授業内容
第１回（4/12）：途上国の国家形成１
第２回（4/19）：途上国の国家形成２
第３回（4/26）：途上国における農業搾取
第４回（5/10）：途上国における第一次産業の役割
第５回（5/17）：途上国における第二次産業の役割
第６回（5/24）：途上国における第三次産業の役割
第７回（5/31）：国際政治経済環境を考える
第８回（6/7）：工業化に伴う問題を考える
第９回（6/14）：途上国政府の役割を考える
第10回（6/21）：モンゴル国の政治・経済
第11回（6/28）：カシミヤと日本人
第12回（7/5）：雑豆と日本人
第13回（7/12）：結婚式から見る内モンゴル
第14回（7/19）：まとめ
※講義内容は必要に応じて変更することがあります。

目

名

単位数

農業・環境法

2単位

担当者
奥田

進一

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
農地が法律によって適正に規律され，安定した農業経営が保障さ
れることは，国家経済の基盤です。産業としての農業を法的側面か
ら捉えるとともに，環境問題として認識し，農業の有する多面的機
能を具体的な事例を通じて考えます。なお、本授業では、農業だけ
でなく、林業、漁業、畜産業も対象として、第一次産業全体に関す
る法政策について理解を深めます。
《授業の到達目標》
農地，農家，農業経営をめぐる農業関係法に則して，農地所有や
利用関係を規律している法律の仕組みについて環境保全の視点から
理解できることを目標とします。
授業内容
第１回：農業法の体系
第２回：土地法制度の概説
第３回：農地制度の変遷～明治維新から農地解放まで
第４回：農地流動化
第５回：土地改良事業と区画整理法
第６回：都市化と農地の法政策
第７回：新基本法と農業の多面的機能
第８回：農村金融問題と法
第９回：畜産経営とコモンズ
第10回：漁業と海をめぐる法政策と権利
第11回：森林保全と経営の法政策
第12回：農業水利と仮想水
第13回：フードマイレージと地産地消
第14回：a：定期試験
b：試験の解説
＊講義内容は必要に応じて変更したり，前後する可能性があります。

履修上の注意
特にない。
準備学習（予習・復習等）の内容
第１回目の講義以降，講義内に適宜紹介した参考書や新聞報道な
どの該当箇所について予習すること。講義終了後，配布したプリン
ト（または，Oh-o!Meiji にアップした資料）について復習すること。
教科書
特に定めない。毎回の講義でプリントを配付する。または，Oho!Meiji に資料をアップする。
参考書
『途上国を考える』，髙木保興・河合明宣，放送大学教育振興会，
２０１４年
『農業経済論新版』，速水佑次郎・神門善久，岩波書店，２００２年
『現代モンゴル読本』，佐々木健悦著，社会評論社，２０１５年
『現代モンゴルを知るための５０章』，小長谷有紀・前川愛編著，明
石書店，２０１４年
『近現代東部内モンゴルにおける土地利用方式の転換と農法移
転』，暁剛著，晃洋書房，２０１８年
『アズキと東アジア』，田島俊雄・張馨元・李海訓編著，御茶の水
書房，２０１６年

履修上の注意
講義で採り上げる農地法等の条文を、農林水産省の Web サイト
等を通じて入手しておいて下さい。詳細は講義中に指示します。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義で使用するレジュメがある場合は、あらかじめ予告したうえ
で Oh!Meiji にアップロードします。かならずダウンロードして一
読してきてから講義に臨んでください。なお、レジュメの教室での
配布は原則としてしませんが、担当者の事情によりアップロードが
間に合わなかったり、追加や補足資料がある場合には配布します。
教科書
初回講義の際に指示します。
参考書
河相一成『農地法制の変遷～近代から現代まで』（光陽出版社、
2019）
大西敏夫『都市化と農地保全の展開史』（筑波書房、2018）

成績評価の方法
ミニレポート６０％，定期試験４０％。

成績評価の方法
定期試験の結果を以て評価します。試験は、簡単な記述式の問題
を4～5問程度出題する予定です。

その他
研究室：３号館４階４２３ A 号室
E-mail: xiaogang@meiji.ac.jp

その他
質問等がある場合は遠慮なくメールを送って下さい。
sokuda@ner.takushoku-u.ac.jp
（奥田進一）
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科目ナンバー：(AG)AGE311J
科

目

名

農業・資源問題の経済学

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGE371J
担当者
藤栄

科

授業内容
第１回：イントロダクション－農業・資源問題と経済学－
第２回：生物資源の利用と規制 （1） －取引規制は有効か－
第３回：生物資源の利用と規制 （2） －生物資源保全のための政策
設計－
第４回：共有資源の利用と管理 （1） －コモンズの悲劇と社会関係
資本－
第５回：共有資源の利用と管理 （2） －地域社会とコモンズ－
第６回：海洋資源 （1） －漁業のモデル－
第７回：海洋資源 （2） －漁業管理と海洋資源の保全－
第８回：世界の農業と日本農業
第９回：国民経済と農業
第10回：経済発展と農業
第11回：農業の技術選択と技術進歩
第12回：農業の技術的特質と技術普及
第13回：農業の経営組織
第14回：まとめ
履修上の注意
初歩的なミクロ経済学の知識を有することがのぞましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
配付資料を振り返り、適宜復習すること。また、必要に応じて参
考書を参照し、発展的な内容についても目を通すことがのぞましい。
教科書
使用しない。変更がある場合には、初回講義時に指示する。
参考書
バリー・C・フィールド『入門 自然資源経済学』庄子康・柘植隆宏・
栗山浩一訳、日本評論社、2016.
ハンレー他『環境経済学入門』田中勝也監訳、昭和堂、2021.
栗山浩一・馬奈木俊介『環境経済学をつかむ 第4版』有斐閣、
2020.
荏開津典生・鈴木宣弘『農業経済学 第5版』岩波書店、2020.
  速水佑次郎・神門善久『農業経済論 新版』岩波書店、2002.
  木村茂光編『日本農業史』吉川弘文館、2010.
その他参考書については、講義中に適宜紹介する。
成績評価の方法
期末試験で評価する。変更がある場合には、初回講義時に指示す
る。なお、新型コロナウイルスの感染拡大が生じた昨年度は、毎講
義後に提出される演習課題（レポート課題）のみで評価した。今年
度も同様の形式で評価を行う可能性がある。
その他
資源経済論研究室（３号館４階 3-415A）

名

環境行動経済学

剛

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本講義の目標は、農業問題や資源問題を経済学的な側面から検討
することによって、その現状や特質、さらにメカニズムに対する理
解を深めることです。
《授業の概要》
授業の前半は、資源問題について、たとえば生物資源や海洋資源
などをはじめとする資源利用のあり方をめぐる問題や制度・政策を
経済学的な観点から検討します。授業の後半は、農業問題について、
ミクロ経済学をベースに、国際比較などを通じて、農業形態の決定
要因などを概説するとともに、歴史的な視点や新たな研究動向もふ
まえつつ、農業の特質や固有性を検討します。

目

単位数
2単位

担当者
岡

通太郎

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
共生社会の実現に向けた新しい試みを体系的かつ具体的に理解す
る。『「情」報の経済学』，「コモンズの社会」という２つの概念を軸
に，近代社会における個人主義の限界を論考しつつ，共生社会を実
現させうる経済理論の構築を目指す。自らの効用の最大化を目的と
する市場経済システムの中で，自分以外の他者と共生しようとする
行為は可能なのか。自発的参加，連帯意識，利他心の保険機能，社
会的評価，情報の非対称性，ゲーム理論，行動経済学，実験経済学，
「つながり」を求める心，等々の概念を利用しながら冷静かつ客観
的に理解する。
《授業の概要》
多くのスライドや動画を利用しつつ世界の異文化社会をイメージ
しながら，本講義が実践的な共生社会論の知識体系であることを具
体的に解説する。
授業内容
第１回 個人主義の経済学と共生社会
第２回 共生社会と「情」報
第３回 「情」とは何か
第４回 社会的ジレンマの経済学
第５回 コモンズ論と経済学の融合
第６回 「情」報の経済学の誕生
第７回 利他行動と利己行動
第８回 共生と強制
第９回 他者との関係性から生まれる効用
第10回 ニードとグリード
第11回 NPO の経済学
第12回 「情」と経済の融合〈1〉制度
第13回 「情」と経済の融合〈2〉貨幣
第14回 人は「情」を用いる生き物か

履修上の注意
共生社会論（春学期）からの連続履修が望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
前回の内容を１行で整理してくる。
教科書
特に指定しない
参考書
『コモンズの人類学』秋道智彌（人文書院）
『循環の経済学：持続可能な社会の条件』室田武他（学陽書房）
『ボランタリー経済学への招待』香西泰・下河辺淳（実業之日本社）
『ボランタリー経済の誕生：自発する経済とコミュニティー』金
子郁容他（実業之日本社）
成績評価の方法
成績は，毎回の講義の最後に行なわれる小レポート（３～５行）
50％，学期末試験50％をもって判定する。
その他
質問は
共生社会論研究室（３号館４階421Ａ号室）
m-oka@meiji.ac.jp まで
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科目ナンバー：(AG)AGE371J
科

目

名

持続可能性の経済学

科目ナンバー：(AG)AGE371J

単位数
2単位

担当者
廣政

科

授業内容
第１回：Sustainable Development の概略（歴史的背景と経緯）
第２回：Sustainable Development のキーコンセプト（環境倫理の
基礎）
第３回：Sustainable Development の概念（Weak と Strong）
第４回：SDGs とは何か
第５回：SDGs の評価－持続可能性を測るには－
第10回：グッズとバッズの経済学―動脈・静脈産業－
第11回：グッズとバッズの経済学－循環型社会－
第６回：Sustainable Agriculture とは何か
第７回：Sustainable Agriculture 成立条件（生産者）
第８回：Sustainable Agriculture 成立条件（消費者）
第９回：Sustainable Agriculture 成立条件（地域）
第12回：環境リスクの経済学－リスク論－
第13回：環境リスクの経済学－対処－
第14回：a まとめ

単位数
2単位

担当者
本所

靖博

授業の概要・到達目標
《授業のテーマ》
「財政と管理会計から持続可能な社会・組織づくりを考える」
《授業の達成目標》
（1） 財政学の基礎知識に基づいて，主に「資源」配分の観点から社
会的課題について「公共政策のあり方」を考える力を養います。
また，国や地方自治体が税金を使って「政策課題」をどう解決
すべきかを考える力を養います。
（2） 管
 理会計の基礎知識に基づいて，持続可能な組織であるために経
営者がどのような意思決定を行うべきかを考える力を養います。
《授業の概要》
（1） 国や地方自治体の会計である「財政」に着目し，「財政学」の
基礎知識を学習します。
（2）「管理会計」「原価計算」の基礎知識を学習します。
授業内容
第1回（9/21）：
a：授業の進め方と学習の動機づけ
b：財政の機能
第2回（9/28）：政府予算と地方財政
第3回（10/5）：公債の発行と財政赤字
第4回（10/12）：公共財の理論と財政政策
第5回（10/19）：租税理論と租税体系
第6回（10/26）：消費課税のしくみ
第7回（11/9）：所得課税のしくみ
第8回（11/16）：資産課税のしくみ
第9回（11/30）：財政から持続可能な社会づくりを考える
第10回（12/7）：管理会計 ･ 原価計算の基礎知識
第11回（12/14）：短期利益計画：ＣＶＰ分析
第12回（12/21）：意思決定と会計 （1）：差額原価収益分析
第13回（1/11）：意思決定と会計 （2）：設備投資の経済性計算
第14回（1/18）b のみ：意思決定と会計 （3）：まとめ
※授業内容は進度等により変更する場合があるが，授業にて知ら
せる。 初回の授業で詳細な授業計画表を配付します。
※オンライン授業の場合は授業の進行方法を反転授業にするなど
変更する場合があります。
履修上の注意
履修を予定又は検討している学生は学習の動機づけやよい授業環
境づくりの為，第１回の授業には必ず参加すること。参加がない場
合は平常点を減点する。なお、対面授業が実施できない場合はこの
点についてシラバスの補足に変更の明示します。
準備学習（予習・復習等）の内容
財政学や公共経済学，租税，管理会計に関する入門的な書籍や新
聞記事を事前に読んでおくと授業の理解が増す。
レジュメに掲載されている復習問題を解くこと。授業で配付の指
定用紙にまとめノートをしておくこと。

履修上の注意
環境経済論を履修しておくことが望ましい。

教科書
教科書は使用せず，レジュメを配付する。
参考書
特になし

準備学習（予習・復習等）の内容
参考書を指定した部分を理解しておくこと。
教科書
なし。
参考書
蟹江憲史「ＳＤＧｓ」中公新書
南博・稲場雅紀「ＳＤＧｓ」岩波新書
細田衛士「グッズとバッズの経済学」東洋経済新報社
適時，講義で紹介する。
成績評価の方法
講義中に関する小レポート（２０％），学期末試験（８０％）によっ
て評価する。
その他
環境経済論研究室（３号館４階 3-425Ａ）
E-Mail：hiroy@meiji.ac.jp

名

持続可能性の会計学

幸生

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
SDGs（Sustainable Development Goals）という言葉を多く聞くよ
うになった。しかしながら、様々な場面で用いられるために、Sustainable Development の意味、本質は不明確なままである。Sustainable Development とは何かを問い、経済学の観点から理解する
ことが目的である。持続可能性の背景、意義を理解し、SDGs が達
成される社会経済条件について学ぶこと，また，環境問題に対する
思考力を養うことをねらいとしている。
《授業の概要》
Sustainable Development の概念及び定義づけ，SDGs の評価、
経済学からのアプローチについて解説する。循環型社会、Sustainable Agriculture 等の社会、農業と環境の関係を経済学から捉え，現
在の状況の理解と 循環型社会、Sustainable Agriculture 成立ため
の条件について論ずる。

目

成績評価の方法
成績は平常点が20％で，期末試験が80％で評価します。詳細は次
のとおりです。
※ポイント制 ☞ 合計ポイント（100p）＝期末試験（80p）＋平常
点（20p ＋α）
※オンライン授業の場合は成績評価の方法を変更する場合があり
ます。その場合はシラバスの補足に明示します。
▼平常点：20p を超えた場合はそのまま加算します。
・出席はとりません。期末試験の受験要件（最低出席回数）もあ
りません。
・コメントカードのやりとり１回につき平常点2p 前後を加点し
ます。
・初回の授業への参加（コメントカード提出）で4p 加点，初回
の授業に不参加（コメントカード提出なし）で4p 減点します。
▼期末試験：100点満点を80p に換算します。
▼最終成績：
S（90p 以上）、A（80p 以上）、B（70p 以上）、C（60p 以上）、F（60p
未満）、T（未受）
その他
第1回～第9回の授業では対面授業が実施できた場合、アクティ
ブラーニング支援ツール（イマキク）を可能な範囲で使用して学生
参加型の授業を行います。
環境資源会計論研究室（3号館4階 3-412A）
E-mail: honjo@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)AGE381J
科

目

名

環境問題と地域社会

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)AGE331J
担当者
市田

科

知子

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
春学期の「環境社会学」を踏まえた上で，環境社会学が提起する
いくつかの問題について考察を深める。
《授業の概要》
環境問題は，公害問題のように加害者・被害者が明確なものから，
地球環境問題のように加害者・被害者や被害の程度が明確でないも
のに変化している。本授業ではそのような環境問題の変化に対応し
た環境政策のあり方，また，コモンズの現代的意義，リスク社会，
公共性，受益圏域・受苦圏，復興と減災など，環境社会学が提起す
るいくつかの問題や概念について具体例に基づき考察する。
授業内容
［第１回］
［第２回］
［第３回］
［第４回］
［第５回］
［第６回］
［第７回］
［第８回］
［第９回］
［第10回］
［第11回］
［第12回］
［第13回］
［第14回］

環境政策と環境社会学の視点
農業と環境 （1）：コモンズとしての農業用水
農業と環境 （2）：コモンズとしての共有林・共同牧野
農業と環境 （3）：生物多様性と農業・農村
リスク社会論 （1）：リスク社会とは何か？
リスク社会論 （2）：食品リスク
リスク社会論 （3）：環境リスク
公共性と受益圏・受苦圏 （1）：公共性をめぐって
公共性と受益圏・受苦圏 （2）：事例考察（沖縄米軍基地
移設問題
映像の中の「郊外」
復興・減災の社会学 （1）：過去の復興事例から学ぶ
復興・減災の社会学 （2）：災害と地域社会
復興・減災の社会学 （3）：飯舘村に生きる人々
まとめ

履修上の注意
講義の形式をとるが，内容に関する質問，意見には可能な限り対
応する。
準備学習（予習・復習等）の内容
授業内容についての疑問があれば，その都度，自分で解決するな
り，教員に質問するなりして解決すること。放置しないこと。
教科書
指定しない
参考書
『環境社会学研究』
（環境社会学会誌）有斐閣ほか，講義中に随時
紹介する。
成績評価の方法
レポート提出を含む授業への参加程度が20～30%、期末試験が70
～80%。
その他
環境社会学研究室（３号館４階）
E-mail: ichida@meiji.ac.jp
研究室 HP: https://www.ichidato.jp

目

名

単位数

担当者

内発的発展論

2単位

小田切徳美

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
本講義では，地域経済論により「内発的発展」のあり方を論じる
こと目的とする。
経済原論の世界には「空間」が存在しない。国民はすべて１点に
集まり，資本もそこにのみ立地することが仮定されている。しかし，
現実の経済では，当然のことながら，地理的なひろがりが存在する。
そして，多くの国では，人々の居住や資本立地の偏在が発生し（過
疎・過密現象），その結果，無視できない経済的社会的な地域間格
差が顕在化している。地域経済論は，こうした問題が何故発生し，
そしてその問題の本質（要因）は何かを明らかにすることを課題と
する。
そのうえで，こうした状況からの「内発的発展」にかかわる，理
論と実践を掘り下げて学ぶこと課題とする。
《授業の概要》
本講義の前半では，上記の課題解明を目的として，戦後日本経済
と国土開発政策の展開を素材として，地域経済と地域経済政策のあ
るべき姿を講述する。また，後半では，地域問題のいくつかの各論，
そして内発的発展の理論の課題について講述する。
授業内容
第１回：ガイダンス
第２回：イントロダクション－戦後日本の概観－
第３回：日本経済と国土開発政策＜１＞―旧全総
第４回：日本経済と国土開発政策＜２＞―新全総
第５回：日本経済と国土開発政策＜３＞―三全総
第６回：日本経済と国土開発政策＜４＞―四全総
第７回：小括－国土開発計画の一貫性－
第８回：＜補論1＞日本における地域間格差
第９回：＜補論2＞地方自治とは何か－内発的発展の基盤として－
第10回：新しい国土開発政策の展開と可能性
第11回：新しい内発的発展論
第12回：応用トピックス＜１＞－地方自治と内発的発展
第13回：応用トピックス＜２＞－関係人口と内発的発展
第14回：総括―内発的発展に向けて―
※講義内容は必要に応じて変更することがある。
履修上の注意
１．新しい領域の講義であるために，講義の内容は柔軟に変更する
ことも考えたい。
２．講義中の私語は厳禁とする。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義で配布するレジュメ（Oh-o! Meiji のクラスウエブを利用する
こともある）を再読して，疑問等があれば次回講義の場で質問をし
ていただきたい（リアクション・ペーパーに書いても可）。
また，次回の内容の目的・目標を講義の最後に触れるので，関連
情報の事前収集を予習として行うこと。
教科書
教科書は指定しない。毎回の講義で配布するプリント（講義レジュ
メ）をテキストとする。
参考書
成績評価の方法
学期末試験を行い，それによって評価する（定期試験100％）
。た
だし，ほぼ毎回，リアクション・ペーパー（講義内容へ意見や質問
等）の提出を求め，特にすぐれたものは成績の加点要素とする（最
大２０点）。
その他
地域ガバナンス論研究室（３号館４階 3-420Ａ）
odagiri@meiji.ac.jp
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科目ナンバー：(AG)ECN321J
科

目

名

協同組合論

科目ナンバー：(AG)AGE331J

単位数

担当者

科

2単位

コーディネーター
大江・橋口

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
講義は主に２人の講師によって実施される。ガイダンスの後，小
野澤康晴講師（農林中金総合研究所）から，協同組合の歴史と理念
等について概括的な講義が展開される。そして，農業協同組合に関
して詳細な解説が加えられる。次に，藤木千草講師（ワーカーズ・
コレクティブ及び非営利・協同支援センター）から，消費生活協同
組合及びワーカーズ協同組合について，その動向と社会的な意義に
ついて講義が行われる。
《到達目標》
国際連合は，2012年を国際協同組合年として定め，現代社会にお
ける協同組合の役割の重要性を訴えた。本講義においては，「協同
組合思想」とはどのようなものか，それはどのようにして生まれ，
どのような変化をとげてきたかを概観するとともに，主に農業協同
組合（農協）
，消費生活協同組合（生協），ワーカーズ協同組合を題
材とし，現在のわが国における協同組合組織の具体的な取り組みの
状況，課題等を論ずる。それらを通じ，格差の拡大，地域の疲弊等，
現代社会の抱える様々な問題に対し，協同組合がどのような役割を
果たしうるか，そのために解決すべき課題等を考えることとする。
授業内容
第１回：イントロダクション（橋口卓也）
第２回：協同組合とは何か－協同組合思想の歴史－（小野澤康晴）
第３回：現代社会における協同組合の意義－市場と政府の間に（同
上）
第４回：日本における協同組合活動の現状（同上）
第５回：農協の仕組みと歴史的展開（同上）
第６回：農協の組織とその特徴（同上）
第７回：農協が果たすべき役割と可能性（同上）
第８回：協同出資・協同経営で働く協同組合（ワーカーズ協同組合）
とは（藤木千草）
第９回：ワーカーズ協同組合の事例（同上）
第10回：ワーカーズ協同組合の意義と課題（同上）
第11回：生協の仕組みと歴史的展開（同上）
第12回：生協の組織とその特徴（同上）
第13回：生協が果たすべき役割と可能性（同上）
第14回：総括と質疑応答（橋口卓也）
履修上の注意
日常から，協同組合に関する情報に関心をもち，その動向につい
て注目しておくことを望む。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習については，講義の内容に沿った協同組合をめぐる重要事項
について，自分なりに調べてくること。ノートや配布プリントに基
づいて，講義内容を十分に理解するように，復習すること。なお，
藤木講師担当分は「演習シート」が課題として出されることがある
ので，それに対応すること。
教科書
・
〔藤木講師担当分〕ワーカーズ・コレクティブネットワークジャ
パン『小さな起業で、楽しく生きる～仲間と始める地域協働ビジ
ネス』ほんの木，2014年）。
他に，必要に応じてプリント等を配布する。
参考書
・風見正三・山口浩平編著『コミュニティビジネス入門
の社会的事業』（学芸出版社，2009年）

地域市民

成績評価の方法
原則として，各回終了後に，ミニレポート（講義の理解度を測る
アンケートのようなものや，提案など）を課します。
評価の採点配分は，ミニレポートが30％相当（１回当たりでは30
点÷14回＝約２点分相当），全講義期間終了後の定期試験）が70％
です。
その他
《コーディネーター担当教員：橋口卓也 連絡先》
研究室（第一校舎３号館４階，３－413Ａ，Tel：044-934-7121）
e-mail：hashiguchi.takuya@nifty.com

目

名

森林・水産政策論

単位数
2単位

担当者
橋口

卓也

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
日本の林業・水産業の現状や林産物・水産物の流通・消費・貿易
の構造について解説する。また，森林・水産政策の展開過程を追い
ながら，森林組合・漁業協同組合など関連団体の果たす役割につい
ても講義する。その際，できるだけ，農業政策や農業政策に関わる
諸団体との共通点、関連性や相違点などにも注意を払うようにした
い。
《到達目標》
日本は，周囲を海に囲まれる一方，広大な森林地帯を擁している。
わが国の食料需給を考える上で，水産物の位置づけは極めて重要で
ある。また，国土管理を意識した土地問題・資源問題を考慮する上
では，森林・林野の位置づけを抜きにすることもできない。本講義
では，日本の林業や水産業の現状や課題とともに，森林政策，水産
政策の概要を理解することを到達目標とする。
授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：日本の林業の実態
第３回：日本の水産業の実態
第４回：林産物の流通と消費
第５回：水産物の流通と消費
第６回：林産物貿易・水産物貿易の現状と課題
第７回：森林資源をめぐる問題
第８回：水産資源をめぐる問題
第９回：森林政策の展開と特徴
第10回：水産政策の展開と特徴
第11回：森林政策・水産政策と農業政策との比較
第12回：森林組合・漁業協同組合の役割と課題－農協との比較－
第13回：関連団体・組織の役割と課題
第14回：総括と質疑応答
履修上の注意
本講義を含めて、農・林・水産政策を横断的に見るために、「農
業政策論」も履修することが望ましい。
準備学習（予習・復習等）の内容
予習については，講義の内容に沿った森林政策・水産政策をめぐ
る重要事項について，自分なりに調べてくること。ノートや配布プ
リントに基づいて，講義内容を十分に理解するように，復習するこ
と。
教科書
特に指定しない。必要に応じてプリント等を配布する。
参考書
『日本漁業の真実』濱田武士著（ちくま新書，2014年）
『水産経済学―政策的接近―』小野征一郎著（成山堂書店，2007年）
『森林政策学』堺正紘編著（日本林業調査会，2004年）
『農林漁業政策の新方向』岸康彦編著（農林統計協会，2002年）
『森林・林業・山村問題研究入門』船越昭治編著（地球社，1999年）
他，適宜，講義の中で紹介する。
成績評価の方法
定期試験の内容と密接に関連する小テストやレポートを実施する
可能性があるが，それら自体は最終的な成績には反映しない。成績
評価は定期試験100％とする。
その他
《担当教員連絡先》
研究室（第一校舎３号館４階，3-413A，Tel：044-934-7121）
e-mail：hashiguchi.takuya@nifty.com
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科目ナンバー：(AG)INS915J
科

目

科目ナンバー：(AG)AGE391J

名

単位数

担当者

科

インターンシップ

1単位

食料環境政策
学科教員

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
食料環境政策学科では，講義の他に基礎ゼミやプロジェクト（プ
レ）ゼミなどの演習科目やファームステイ実習（研修）などの実習
科目が設置されているが，食料環境政策学は現場で実際に何が起き
ているのかという姿勢を重要視しているので，現場から問題を発見
したり，問題解決の糸口を探ることはとても大切と考えている。そ
こで，インターンシップで単位認定を行うことにより，学生諸君が
学外における農業研修や企業研修に積極的に参加して，学問的関心
や将来の進路への思考を大いに高めてもらうことを目的としてい
る。この科目は専攻科目 II
（選択）で，２年次以降，各学年におい
て重複履修が可能である。
《授業の概要》
授業は実習参加前のオリエンテーション，現場での実習および実
習後の報告会での発表からなる。
授業内容
実習の流れは以下のとおりである。
・事前説明会（4月ガイダンス時）
・インターンシップ先紹介
・受講者各自が実習先を決定
・履修登録及び参加申請
・書類審査等により単位認定の可否を決定
・実習の参加
・実習記録の提出
（実習日誌，実習レポートを本人が提出）
（実習受入実施報告書を実習先担当者が提出）
・事後報告会での発表
（第1回）事前説明会
（第2回～第13回）実習先での研修（実働5日以上）
（第14回）事後報告会
履修上の注意
履修を予定又は検討している学生は事前説明会に必ず出席するこ
と。
指定された期日までに実習参加届の提出
実習先については，教員が紹介することもあるが，原則として自
分で探すこと。なお，全学版インターンシップを利用することもで
きる。
実習期間は原則として一週間（実働5日間）以上とする。
単位認定の対象にならなかった場合ならびに実習先が見つからな
かった場合は履修取消を認める。
2〜3月の春休みに実習に参加した場合は，次年度の履修科目とし
て扱う。
準備学習（予習・復習等）の内容
なぜインターンシップに参加するのか，なぜその実習先のイン
ターンシップに参加するのか，参加目的を明確にしておくこと
インターン先およびインターン先の仕事内容に関連する事前調査
を十分に行うこと
インターン実施中はつねに問題意識をもち，振り返り作業を行い，
日誌に書き留めておくこと。
インターン実施後は，実習報告書をまとめ，そこで得たことを今
後の学生生活に役立てること。
事後報告会に向けてプレゼンテーションの準備をすること
教科書
特に使用しない。
参考書
特に指定しない。
成績評価の方法
実習後の提出書類3点および実習報告会での発表を行った者につ
いて評価する。
実習日誌及び実習レポート（40％），実習受入実施報告書（40％），
事後報告会での発表（20％）とする。
その他
問い合わせ先は次の研究室まで。
→農業食料政策論研究室：橋口卓也
→食ビジネス論研究室：中嶋晋作

目

名

「食料環境政策」総合講座

単位数

担当者

2単位

コーディネーター
廣政・中嶋

授業の概要・到達目標
本学科での学習をより深めようとする学生に対し，「食料」・「環
境」・「農業」・「農村」・「政策」の最前線において，どのような問題
があり，その問題解決に向け如何に思索し，どのような手段，方法
を採用するのかなどを，各方面で活躍されている方々から直に講義
して頂く。本講義により得た知見とレギュラー教員による講義を組
み合わせることで，現代社会の諸事情を深く考察し，学生生活後半
の勉学態度やキャリア形成に繋げることを期待している。
それぞれの分野の最前線で活躍されている方々を講師として招
き，「食料」，
「環境」，「農業」，「農村」，「政策」について，現状，
課題，対応などについて論じていただく。
授業内容
担当講師の都合があるため，毎回の講義の順序は確定していない
が，参考までに2018年度は以下の通り実施した。
第１回 国際機関の仕事：FAO，国際金融機関，OECD 等での経
験を通じて（坪田邦夫氏 元農学部特任教授）
第２回 都市と農業の共生：練馬・白石農園のとりくみ（白石好孝
氏 白石農園・大泉風のがっこう）
第３回 私がジャーナリストと呼ばれるようになるまで（榊田みど
り氏 客員教授・農業ジャーナリスト）
第４回 グローバルに展開する食品企業の仕事（三原大輝氏 ㈱ゼ
ンショーホールディングス）
第５回 農業と観光農園、農業の6次産業化（深作勝己氏 深田農
園）
第６回 農業団体と食料・農業（金井健氏 全国農業協同組合中央
会）
第７回 6次産業と伝統的食文化の発展による、持続可能な地域社
会の実現（佛田和弥氏 （株）ぶった農産）
第８回 三者（菓子屋、生産者、お客様）が喜ぶ仕組みづくり（鎌
田真悟氏 恵那川上屋）
第９回 わが国の酪農産業の特性と生乳の取引（古橋佳也氏 関東
生乳販売農業協同組合連合会）
第10回 地域農業の維持・発展と普及指導員（小林郁彦氏 新潟県
長岡地域振興局農林振興部）
第11回 高機能性肥料販売と野菜生産ネットワークを創る（大谷行
輝氏 株式会社シイズンドアグリ）
第12回 イオングループの農業参入：農業のありかたを考える（高
橋寛氏 イオンアグリ創造株式会社）
第13回 豊洲から世界に「美味しい」水産物を売る（山﨑康弘氏
（株）山治）
第14回 まとめ（中嶋晋作）
※第１回目の授業で授業計画表を提示する。
※講師の都合で順序・担当者・内容を変更する場合がある。
履修上の注意
第一線で活躍されている方々の講義なので，内容は広く，深い。
心得て受けること
準備学習（予習・復習等）の内容
現実の農業・農村の問題は何かを常に考えること。
講師の講義をより深めるために、何をすればよいかを考えること。
教科書
特に定めない。
参考書
特に定めない。
成績評価の方法
出席と毎回のレポートで評価をする。
その他
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科目ナンバー：(CC)LAW111J
科

目

名

法律学概論

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)LAW961J
担当者
田村

科

本講義では，そもそも法とは何であるのか，法と道徳とはどのよ
うな関係にあるのか，法の種類・体系，法を解釈するとはどういう
ことか，などの基本的な事項について確認したうえで，私たちの社
会生活における様々な具体的場面を素材として，そこに実際にかか
わりうる法律にはどのようなものがあるのか，そのそれぞれの法律
の目的や具体的な内容を学習していきます。
また，本講義では，全14回の授業を通じ，私たちの社会生活と大
きなかかわりを有する様々な法（法律）を概観し，その目的や具体
的な内容を理解していくことで，法（法律）の役割の重要性を一層
強く意識し，法的思考力（リーガル・マインド）
，すなわち，様々
な利益を有する様々な人々が共同生活を送る現代社会において時と
してそれらの利益が対立し（法的）紛争が起きた際に，そこではそ
もそもどのような利益がどのように対立し問題となっているのか，
複雑に絡み合う事情を整理したうえで真の問題点を見出し，そこで
見出された問題点を説得力のある形で他者にも説明することで紛争
解決のための交渉を可能にする力，法的コミュニケーション能力を
獲得することを到達目標とします。

授業内容

第１回：法とは何か
第２回：法の発展
第３回：法と裁判，裁判の基準となるもの
第４回：法の解釈
第５回：法の分類
第６回：国家と法 （1） ー日本国憲法の基本原理
第7回：国家と法 （2） ー基本的人権の尊重
第8回：犯罪と法 （1） ―刑法の機能と刑罰の目的
第9回：犯罪と法 （2） ―犯罪の成立要件と刑法の基本原理
第10回：財産関係と法 （1） ―民法・財産法の内容と基本原則
第11回：財産関係と法 （2） ―物権と債権，契約の意義
第12回：家族生活と法 （1） ―民法・家族法の基本原則，婚姻と離婚
第13回：家族関係と法 （2） ―親子と相続
第14回ａ：国際社会と法―国際法
ｂ：試験

履修上の注意

本講義の授業は，基本的に指定の教科書や適宜配布する授業プリ
ント，板書などを用い講義形式で行いますが，随時こちらから授業
内容と関連した質問を投げかけ，学生からの発言を求めたり，リア
クションペーパーを配布し，その提出をしてもらうことがあります。
また，各回の授業内容は原則として上記の計画に沿って実施しま
すが，その進行具合などによっては一部計画が変更されることもあ
ります。
授業に参加する際は，授業内容と関係のない私語の禁止など，一
般的な授業マナーを守ってください。
なお，本講義を履修する際は，前提として「日本国憲法」の単位
を取得していること，あるいは，
「日本国憲法」と同時履修するこ
とが望まれます。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回の授業に参加するにあたっては，あらかじめシラバス（上記
授業内容計画）で実施する授業内容を確認したうえで，教科書でそ
の内容が記載された箇所に目を通してください（予習）
。
また，各回の授業後には，授業内での板書や指定の参考書，配布
プリントがあった場合にはそれも利活用し，再度教科書を読み込む
などしてその回に実施した授業内容を自分なりに理解できるように
してください（復習）
。
もっとも，法律学概論の講義においては，回によっては非常に抽
象度の高い授業内容が実施されることもあり，事前の予習段階で完
全に授業内容を理解・把握することは難しいものとも思われます。
そのため，予習段階ではその回の授業内容の大枠をつかみ，準備学
習としては，とくに復習に力を入れるよう心がけてください（決し
て，予習が重要ではない，という意味ではありません）
。
なお，授業内容についてわからなかった点・不明な点などは，授
業中ないし授業終了後に，あるいは，適宜配布するリアクションペー
パーにおいて質問を受け付けますので，必ず，疑問を疑問のままに
終わらせないようにしてください。

教科書

『現代実定法入門
〈第2版〉
』原田大樹（弘文堂，2020年）

参考書

『現代法学入門〔第4版〕
』伊藤正己・加藤一郎編（有斐閣双書，
2005年）
『エッセンシャル法学
［第6版］
』大谷實編（成文堂，2014年）
『法学入門』早川吉尚（有斐閣，2016年）
『高校生からの法学入門』中央大学法学部編（中央大学出版部，
2016年）

成績評価の方法

試験80%，授業への貢献度20% で評価します。

名

民法Ⅰ

翔

授業の概要・到達目標

目

単位数
2単位

担当者
戸田

知行

授業の概要・到達目標
民法Ⅰでは、民法の中で特に身近な家族法（親族法、相続法）お
よびそれに関連する民法総則の一部（第一編第二章「人」）を取り上
げる。人は生まれると親子関係に入り、成長・独立して婚姻関係に
入り、子供が生まれるとまた親子関係に入る。そして、年をとると、
場合によっては後見関係に入り、最後には死亡し相続関係が生じる。
本講座は、これらの関係を規律する法の基礎を習得することを目的
とする。
授業内容
第１回：イントロダクション、民法とは？
第２回：権利能力（権利能力の始期、終期（失踪宣告の前まで））
第３回：権利能力（権利能力の終期（失踪宣告以降））、親族とは？
氏名
第４回：相続１（相続とは？ 相続人、相続分、代襲相続、相続失
格、相続の承認・放棄）
第５回：意思能力と行為能力、未成年者、親権・未成年後見
第６回：親子（実子、養子）
第７回：成年後見・保佐・補助、扶養
第８回：制限能力者の相手方の保護、任意後見
第９回：婚姻１（成立）
第10回：婚姻２（効力）
第11回：婚姻３（解消）、内縁
第12回：相続２（相続の効力1）
第13回：相続３（相続の効力2、相続回復請求権、財産分離・相続
人の不存在）
第14回：相続４（遺言、死因贈与、遺留分）
・各回の予定は、一応のものであり、変更の可能性がある。

履修上の注意
各種資格・採用試験にも対応するため、かなり高度な内容にも踏
み込むが、受験希望者以外は、骨組みの理解ができれば十分である。
準備学習（予習・復習等）の内容
出席者は、事前に問題について考え、またテキストを読むなどし
て、「わからない所」をはっきりさせて、講義に臨むこと。復習と
して、重要な論点について、講義のノート、配布したレジュメ、テ
キストなどから自分なりの整理ノートを作ること。
教科書
『民法７ 親族・相続〔第６版〕』（有斐閣アルマ）高橋朋子・床谷
文雄・棚村政行（有斐閣）令和二年（2020）を一応指定するが、そ
の他、各自が気に入ったものでも構わない。なお、上記教科書は、
４月までに新版が出た場合は、そちらを使用する。
参考書
『民法判例百選Ⅰ 総則・物権［第８版］』潮見佳男・道垣内弘人
編（有斐閣）平成三○年（2018）
『民法判例百選Ⅲ 親族・相続［第２版］』水野紀子・大村敦志編（有
斐閣）平成三○年（2018）
成績評価の方法
期末の試験で行う。なお、オンライン授業になった場合は、レポー
ト（受講者数にもよるが、７回ぐらい課すことを予定）
（80%）及
び出席確認の代りに課す簡単な問題（20%）で評価する。
その他
留意点は、講義の中で述べる。

その他
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科目ナンバー：(AG)LAW961J
科

目

名

民法Ⅱ

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)POL911J
担当者
戸田

科

授業内容
第１回：損害賠償法総論１（責任の種類、安全配慮義務違反の責任）
第２回：損害賠償法総論２（契約締結上の過失責任等）
第３回：不 法行為１（成立要件（故意・過失）、責任無能力者の監
督義務者等の責任）
第４回：不法行為２（成立要件（権利侵害と違法性））
第５回：不法行為３（成立要件（因果関係））
第６回：不法行為４（効果（方法、損害賠償請求権者、損害賠償額
の算定））
第７回：不法行為５（効果（損害賠償額の減額事由、損害賠償請求
権の性質））
第８回：不法行為６（使用者責任、注文者の責任）
第９回：不法行為７（土地工作物責任、営造物責任、運行供用者責
任、動物占有者の責任）
第10回：不 法行為８（共同不法行為）、法律行為１（総論、内容の
適法性・社会的妥当性）
第11回：法律行為２（意思表示の構造・効力発生時期、心裡留保、
通謀虚偽表示）
第12回：法律行為３（錯誤、詐欺、強迫）
第13回：債務不履行責任
第14回：売主の担保責任
・各回の予定は、一応のものであり、変更の可能性がある。
履修上の注意
各種資格・採用試験にも対応するため、かなり高度な内容にも踏
み込むが、受験希望者以外は、骨組みの理解ができれば十分である。
準備学習（予習・復習等）の内容
出席者は、事前に問題について考え、また指示された文献を読む
などして、「わからない所」をはっきりさせて、講義に臨むこと。
復習として、重要な論点について、講義のノート、配布したレジュ
メ、指示された文献などから自分なりの整理ノートを作ること。
教科書
特に指定しない。毎回レジュメを配布する。その他、講義の中で
文献を指示する。
参考書
潮見佳男・道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ 総則・物権［第８版］』
（有斐閣 平成三○年（2018））
窪田充見・森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ 債権［第８版］』（有斐閣
平成三○年（2018））
成績評価の方法
期末の試験で行う。なお、オンライン授業になった場合は、レポー
ト（受講者数にもよるが、７回ぐらい課すことを予定）（80%）及
び出席確認の代りに課す簡単な問題（20%）で評価する。
その他
留意点は、講義の中で述べる。

政治学Ⅰ

知行

授業の概要・到達目標
民法Ⅱでは、契約上の救済と不法行為責任を取り上げる。前者は、
例えば、購入した物やサービスが期待外れだった場合の救済で、欠
陥のある契約をなかったことにしたり（例 錯誤・詐欺・強迫によ
る取消し）、契約の成立を前提に、契約違反の責任（債務不履行責任、
担保責任）として、履行の追完や損害賠償をさせたり、契約解除を
認めるというものである。後者は、例えば、交通事故で怪我をした
場合の救済で、加害者から被害者に損害賠償をさせるというもので
ある。主に契約関係にない当事者間で問題となる。本講座では、こ
れらの要件・効果の基礎を習得することを目的とする。

目

名

単位数

担当者

2単位

三森ちかし

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
21世紀のヨーロッパでは大幅な政治変動が起きています。2002年
には共通通貨ユーロが導入され，2004年には旧東欧諸国を中心とす
る10もの国々が EU に加入しました。加盟国は最大時28（現在は
27）、ユーロ参加国も19にまで増加しました。また，シェンゲン協
定によって EU 域外国も含む26の国でパスポートなしの自由な移動
が可能となっています。飛躍的な発展を遂げたヨーロッパの統合で
すが，その一方で拡大に応じた EU の構造改革に手間取り、各国で
の EU 懐疑派の台頭を招きました。それは2016年の国民投票による
英国の EU 離脱の決定（BREXIT）、そして2021年の完全離脱に繋
がりました。また、ヒトの移動の自由は難民問題やテロの脅威、さ
らには現在のコロナ禍によって危機に晒されています。この講義で
は，ヨーロッパの統合の過程を見ていくことで，国家および国際政
治についての理解を深めることを目的とします。
《授業の概要》
下記の各タイトルに従った講義を行います。
授業内容
第二次世界大戦前の「汎ヨーロッパ運動」から現在の EU に至る
までの過程を辿ります。現在の EU の動向についても，大きな動き
があればその都度解説を行います。
第１回：EU とは何か
第２回：リヒャルト・クーデンホーフ＝カレルギーと「汎ヨーロッ
パ」
第３回：戦後の欧州統合運動―欧州評議会―
第４回：ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体（ECSC）
第５回：ヨーロッパ経済共同体（EEC）の結成
第６回：仏独枢軸の始まり
第７回：ド・ゴールの挑戦―「65年危機」―
第８回：拡大 EC の登場と仏独枢軸の危機
第９回：チンデマンス報告
第10回：ヨーロッパ統合の再始動
第11回：サッチャーと英国の財政負担問題
第12回：単一欧州議定書
第13回：EU の誕生
第14回：a. 定期試験・解説 b. まとめ
履修上の注意
新聞，ニュースなどでヨーロッパに関する知識を深めておいて下
さい。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義開始前に、参考書に少しでも目を通しておいてください。質
問があれば随時行ってください。
教科書
なし
参考書
『新 EU 論』植田隆子ほか（信山社）
『ヨーロッパ統合の政治史』金丸輝男ほか（有斐閣）
『EU の政治』田中俊郎（岩波書店）
『EU―欧州統合の現在― 第4版』鷲江義勝ほか（創元社）
成績評価の方法
学期末に定期試験を行って評価します。
その他
特になし
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科目ナンバー：(AG)POL911J
科

目

政治学Ⅱ

名

科目ナンバー：(CC)HIS111J

単位数

担当者

科

2単位

三森ちかし

授業の概要・到達目標
21世紀のヨーロッパでは大幅な政治変動が起きています。2002年
には共通通貨ユーロが導入され，2004年には旧東欧諸国を中心とす
る10もの国々が EU に加入しました。加盟国は最大時28（現在は
27）、ユーロ参加国も19にまで増加しました。また，シェンゲン協
定によって EU 域外国も含む26の国でパスポートなしの自由な移動
が可能となっています。飛躍的な発展を遂げたヨーロッパの統合で
すが，その一方で拡大に応じた EU の構造改革に手間取り、各国で
の EU 懐疑派の台頭を招きました。それは2016年の国民投票による
英国の EU 離脱の決定（BREXIT）、そして2021年の完全離脱に繋
がりました。また、ヒトの移動の自由は難民問題やテロの脅威、さ
らには現在のコロナ禍によって危機に晒されています。この講義で
は，ヨーロッパの統合の過程を見ていくことで，国家および国際政
治についての理解を深めることを目的とします。
《授業の概要》
下記の各タイトルに従った講義を行います
授業内容
EU 加盟国の紹介から，EU の諸機関および政策などについて学
びます。
第１回：EU 加盟国の紹介〈1〉
第２回：EU 加盟国の紹介〈2〉
第３回：EU 加盟国の紹介〈3〉
第４回：EU の構造
第５回：EU の諸機関
第６回：EU の基本条約〈1〉
第７回：EU の基本条約〈２〉
第８回：欧州基本権憲章
第９回：EU の諸政策
第10回：共通通貨ユーロ
第11回：トルコおよびノルウェーの加盟問題
第12回：英国の EU 離脱問題
第13回：EU と日本の関係
第14回：定期試験

履修上の注意
政治学 I の履修を前提として講義を行います。新聞，ニュースな
どでヨーロッパに関する知識を深めておいて下さい。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義開始前に、参考書を読んでおいてください。質問があれば随
時行ってください。
教科書
なし
参考書
『新 EU 論』植田隆子ほか（信山社）
『EU の政治』田中俊郎（岩波書店）
『EU―欧州統合の現在―第4版』鷲江義勝ほか（創元社）
『EU の知識』藤井良広（日本経済新聞社）

目

名

日本史概論

単位数
2単位

担当者
伊勢

弘志

授業の概要・到達目標
概要
現在の日本社会の前提になっている近現代の国際環境・社会環境
を講義する。
私たちの社会が世界の潮流と密接であることを理解するために、
歴史学と国際政治学の両分野の視角から、近代～現代とはどのよう
な時代であったのかを学習する。
現在の日本社会における社会問題・教育問題や価値観を自ら分析
できるように日本近現代史を学習する。
到達目標
1. 近現代とはどのような時代であるのかを知り、その理解の上に
現在の日本社会や東アジア情勢の前提が理解できる。
2. 現在の教育問題・歴史認識問題などについて多面的な分析がで
きる。
3.
「道具としての知識」を実社会や教育の現場で活用するために、
「考える力」を訓練する。その上で、「なぜ勉強をするのか？」に
ついて自身の答えをもてる。
授業内容
第１回：なぜ歴史を学ぶのか？
第２回：近代を迎える日本とアジア
第３回：日清戦争とアジア情勢
第４回：グレイトゲームと日露戦争
第５回：第一次世界大戦と国際連盟
第６回：ワシントン体制‐戦争違法化の世界
第７回：満州事変と連盟脱退
第８回：日本はなぜ侵略国になったのか？
第９回：敗戦と聖断‐日本社会の戦争観
第10回：東京裁判は何を裁いたか？
第11回：「戦後帝国主義」と「55年体制」
第12回：「近代化論」とアメリカの世界戦略
第13回：新自由主義の世界‐自己責任論
第14回：日本の社会と教育

履修上の注意
知識（内容知）を獲得するだけでなく、知るための調べ方・自身
の関心や疑問を自ら解決するための知識（方法知）を獲得し、さら
に「考える力」を訓練できるよう留意すること。
準備学習（予習・復習等）の内容
なぜ勉強をするのか？必死に考えること。
教科書
伊勢弘志『明日のための近代史』（芙蓉書房出版、2020年）。
『明日のための現代史』（芙蓉書房出版、近刊予定）。
参考書

成績評価の方法
学期末に定期試験を行って評価します。

成績評価の方法
レポート１００％（およびプラスアルファとしてのリアクションペー
パーによる平常点）

その他
特になし

その他
初回の授業時に成績評定や単位認定についての詳細を説明しま
す。履修にあたっては必ずその内容を把握しておくこと。
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科目ナンバー：(CC)HIS121J
科

目

名

東洋史概論

科目ナンバー：(CC)HIS131J

単位数

担当者

科

2単位

小松原ゆり

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
10世紀から20世紀初頭にかけての中国を中心とした東アジアの歴史
を学びます。具体的な内容としては，宋・元・明・清の各中国王朝
の歴史を概観し，その政治・社会・文化の特質について解説を行い
ます。さらに中国とその周辺諸国（モンゴル、チベット、朝鮮、日
本など）との関係にも注目することで，東アジアの歴史を多角的に
考察します。
《到達目標》
宋から清にかけての中国を中心とした東アジアの歴史に関する知識
を習得することを目標とします。
授業内容
第１回： a：オリエンテーション  b：東洋史に関する映像の鑑賞
第２回： 唐宋変革と北方の諸勢力
第３回： 宋の社会と文化
第４回： モンゴル帝国の登場と元の拡大
第５回： 元の支配構造と宗教・文化
第６回： 明の建国と諸制度の改革
第７回： 明の海禁政策と倭寇
第８回： 明の政治の混乱と崩壊
第９回： 清初期の歴史と中央集権化への道のり
第１０回： 清の全盛期と三人の皇帝
第１１回： 清の衰退：国内の動乱と列強諸国の進出
第１２回： 清朝と日本の関係：交易を中心に
第１３回： 清朝の崩壊と中華民国の成立
第１４回： a：まとめ b：テスト
※授業の進行状況によって内容が変更する場合があります。

履修上の注意
毎回出欠を兼ねてリアクションペーパーを提出してもらいます。
講義中の私語，スマホ，パソコンなどの使用は禁止。受講者の積極
的な参加を求めます。
準備学習（予習・復習等）の内容
次の回の内容について事前に調べたり，参考書に目を通しておく
と，授業の内容をより把握できるでしょう。
教科書
授業毎にプリントを配布します。パワーポイントを使いながら，
視覚的にも歴史を学んでいきます。
参考書
『歴史からみる中国』吉澤誠一郎編著，ＮＨＫ出版，2013年，『紫
禁城の栄光―明・清全史』岡田英弘・神田信夫・松村潤，講談社学
術文庫，2006年，
『海と帝国 明清時代（中国の歴史09）』上田信，
講談社，2005年など。各回に関係する参考書については，授業中に
紹介します。
成績評価の方法
期末テスト : 60％，平常点 : 40％（出席点，積極性，授業態度等
を含む）。基本的に出席が全回数の半分に満たない場合は単位を認
めません。
その他

目

名

西洋史概論

単位数
2単位

担当者
渡辺

知

授業の概要・到達目標
15世紀のポルトガル，スペインのヨーロッパ外への進出に始まる
世界の一体化の過程を世界システム論の観点から概観し、ヨーロッ
パ近代の歩みが世界の諸地域に与えた影響について考えてみたいと
思います。ただ，過去の事実の確認にとどまらず，それがなぜ起き
たのか，また，過去の出来事が現在の社会といかに関係するのか，
あるいは，一地域の動向が世界のその他の地域の動向といかに密接
に結びついているのかといった点に力点を置きつつ，歴史学におけ
る多様なものの捉え方をあわせて提示できればと希望します。
授業内容
以下の通り講義を進める予定ですが，進行具合によって若干の変
更を加えることもあります。
第１回 世界の一体化 この講義のテーマについて説明します。  
第２回 大航海時代以前のヨーロッパ １ 11〜13世紀のヨーロッ
パの経済、社会について説明します。
第３回 大航海時代以前のヨーロッパ ２ 14世紀以降ヨーロッパ
で危機的状況が深まっていく過程を説明します。
第４回 ポルトガルとアジア   ポルトガルがアフリカ、アジアに進
出していく過程とその影響について説明します。
第５回 スペインとアメリカ １ スペインのアメリカ進出の過程
とアメリカに与えた影響について説明します。
第６回 スペインとアメリカ ２ スペインのアメリカ進出がスペ
インと世界の一体化に与えた影響について説明します。
第７回 17世紀のヨーロッパ 「17世紀の危機」論争を紹介しつつ、
西ヨーロッパ諸国の台頭を説明します。
第８回 第一次イギリス帝国の形成 イギリスがオランダ、フラン
スと対立しながらその帝国を形成する過程を説明します。
第９回 イギリス商業革命 イギリスの帝国形成がイギリスの経
済、社会に与えた影響について説明します。
第10回 西インド諸島と砂糖 イギリスの植民地支配が西インド諸
島に与えた影響について説明します。
第11回 アフリカと大西洋奴隷貿易 イギリスをはじめとするヨー
ロッパ諸国による大西洋奴隷貿易の展開とその影響につい
て説明します。
第12回 フランス革命と環大西洋革命 １ フランス革命の展開に
ついて説明します。
第13回 フランス革命と環大西洋革命 ２ フランス革命をその時
期大西洋の両岸で起きた出来事と関連付けながらその意義
を説明します。
第14回 a まとめ
b 試験
履修上の注意
西洋の歴史に興味のある方はもちろん、これまで歴史になじみが
なかった方の受講も歓迎します。
準備学習（予習・復習等）の内容
講義の大きな流れを掴むために、講義前に前回の講義ノートを簡
単に見返しておいてください。また、 適宜、参考文献を紹介しま
すので、興味のあるものから読んでください。
教科書
特に定めません。
参考書
参考文献として以下の文献を紹介しておきます。授業中にも随時、
紹介してきます。
川北稔『世界システム論講義：ヨーロッパと近代世界』ちくま学
芸文庫、2016年
成績評価の方法
授業の区切りに授業内容のまとめや感想を書いて頂き、これを平
常点とします。学期末には試験を行い、成績はこれらの総合評価と
します（学期末試験80％、平常点20％）。
その他

― 359 ―

科目ナンバー：(CC)GEO131J
科

目

名

地誌学概論

単位数
2単位

科目ナンバー：(AG)GEO911J
担当者
中西

科

授業内容
第１回 イントロダクション：地理学と地誌学について
第２回 北海道：「アイヌモシリ」から「北海道」へ
第３回 東北地方：寒冷な気候と産業の関連性
第４回 東京Ⅰ：「帝都」の成立と都市空間
第５回 東京Ⅱ：グローバル・シティの空間編成
第６回 白川郷：村落の社会変動
第７回 金沢：旧城下町の近代化と都市機能
第８回 大阪大都市圏：近代工業都市と脱工業化
第９回 神戸：港湾都市の形成と近代社会
第10回 瀬戸内工業地帯：工業都市の形成過程と地域の変容
第11回 九州北部：旧産炭地域と社会変動
第12回 琉球文化圏 （1）：沖縄・奄美に関する地誌的概略
第13回 琉球文化圏 （2）：戦後における沖縄・奄美の社会的文脈
第14回 総論と確認テスト
＊なお、進捗状況により、内容の一部を変更することがある。

履修上の注意
基本的に毎回の授業時にレジュメを配布する。
各授業で扱った事例や概念については、毎回の入念な復習を強く
勧める。
準備学習（予習・復習等）の内容
各回の授業の内容や紹介した用語・概念について確認と把握をす
ること。
また、配布資料に示した参考文献のうち、興味のある文献を通読
するなど、自主的な予復習を期待する。
教科書
教科書は特に定めない。
参考書
平岡昭利・野間晴雄編（2006）『地図で読む百年』全10巻、古今
書院。
成績評価の方法
成績は原則として学期末の確認テストによって評価する。
確認テストの採点にあたっては、内容の正確性と文章の論理性と
を極めて厳正に審査する。
授業には遅刻・欠席のないように留意すること。
その他

名

地理学概論

雄二

授業の概要・到達目標
〈授業の達成目標及びテーマ〉
地理学における地誌学の学術的な位置づけを理解した上で、日本
の諸地域の自然環境と人間生活との関わりについて、社会的、歴史
的文脈から複眼的に把握していくことを主たる達成目標とする。
〈授業の概要〉
具体的な授業内容としては、日本という近代国民国家の成立過程
や総論的な地誌を踏まえ、諸地域の基礎的な学術的知識の獲得を通
して、それらの歴史的事象と現状の関連性を多角的な視点から理解
していく。図表・資料の活用を通した講義形式を採用し、地域ごと
の地誌的概要の理解と地理学的想像力の涵養を深め、最終的には受
容した知識に基づく各地域の関連性を読み解いていくことを目指
し、様々な地理学的手法を用いて考察する視点や方法を紹介してい
く。

目

単位数
2単位

担当者
中西

雄二

授業の概要・到達目標
＜授業の概要＞
地理学とは、「地表の人文・自然にわたる諸現象を環境・地域・
空間などの概念に基づいて解明しようとする学問」であり、極めて
広範な研究分野を包含する学問である。本講義では、地形図と空間
認識、環境、産業、近代化過程と空間変容などといったテーマを鍵
として、具体的な事例の紹介とともに地理学の基礎的な概念や研究
課題について解説していく。また、暗記科目とは異なる、地域、環
境、文化、社会と関連した多岐にわたる現象を考察する研究視点を
有する「地理学」の視点を伝えていきたい。
＜授業の到達目標＞
一見すると所与のものと考えてしまいがちな現代社会について、
その背景や変容プロセスを知り、歴史的な多様性や諸地域の関係性
を理解することはグローバル化の進む世界における異文化理解の足
掛かりとして極めて重要である。本講義で地理的な想像力を養い、
幅広く複眼的な視野で世の中を捉え、社会の豊かな多様性を理解す
る能力を高めることを目標とする。また、基礎的な地形図の読図能
力や地理学的知識の習得を目指す。
授業内容
― 導入 ―
第１回 オリエンテーション：「地理学」とはなにか？
― 地図と空間・世界 ―
第２回 地図の歴史：地図にみる世界観の変遷と地理情報の表象
第３回 地図の政治性：戦時改描などの事例から
第４回 人間による自然環境の改変：治水工事や河道変化を地図か
ら探る
第５回 自然災害と人間社会：都市型災害と現代社会
― 人間活動としての産業 ―
第６回 農村空間の変容：クリークを用いた農村の社会変容
第７回 産業構造の変化と地域：川崎にみる工業化と脱工業化
第８回 市民・住民運動から捉える環境問題：人間活動と自然環境
をめぐる政治地理
第９回 第3次産業と情報化社会：流通システムと地域
― 近代社会と文化・政治 ―
第10回 文化の政治性：「他なるもの」と地理学
第11回 近代国民国家の成り立ち （1）：ネーション概念とエスニッ
ク・グループ
第12回 近代国民国家の成り立ち （2）：「想像の共同体」と「創ら
れた伝統」
第13回 地理学と公共政策：空間の公共性
第14回 総論と確認テスト
＊なお，進捗状況により、内容の一部を変更することがある。
履修上の注意
基本的に毎回の授業時にレジュメを配布する。
各授業で扱った事例や概念については、毎回の入念な復習を強く
勧める。
準備学習（予習・復習等）の内容
各回の授業の内容や紹介した用語・概念について確認と把握をす
ること。
また、配布資料に示した参考文献のうち、興味のある文献を通読
するなど、自主的な予復習を期待する。
教科書
教科書は特に定めない。
参考書
・竹中克行ほか編（2009）『人文地理学』ミネルヴァ書房。
・竹中克行編（2015）『人文地理学への招待』ミネルヴァ書房。
・ノックス，P.・ピンチ，S.、川口太郎ほか訳（2013）『改訂新版
都市社会地理学』古今書院。
・水 内俊雄・加藤政洋・大城直樹（2008）『モダン都市の系譜：地
図から読み解く社会と空間』。
成績評価の方法
成績は原則として学期末の確認テストによって評価する。
確認テストの採点にあたっては、内容の正確性と文章の論理性と
を極めて厳正に審査する。
授業には遅刻・欠席のないように留意すること。
その他
オフィスアワー：最初の講義で指示する。
連絡先：最初の講義で指示する。
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科目ナンバー：(CC)PHL111J
科

目

名

哲学概論

単位数
2単位

科目ナンバー：(CC)PHL121J
担当者
長田

科

授業内容
第1回 イントロダクション ― 形而上学とは何か
第2回 「何が存在するのか」という問いの意味
第3回 存在論の方法について
第4回 カテゴリーの体系
第5回 普遍的性質は存在するか （１）
第6回 普遍的性質は存在するか （２）
第7回 生物種の存在論
第8回 可能的世界の存在論
第9回 虚構的対象の存在論
第10回 世界とは何か
第11回 世界は存在するか （１）
第12回 世界は存在するか （２）
第13回 科学的世界像の存在論
第14回 a: まとめ／b: 試験

名

倫理学概論

蔵人

授業の概要・到達目標
【授業の概要】
西洋哲学の歴史ではその初期から，のちに「形而上学（metaphysics）
」と呼ばれることになる学問が探究されてきた。それは伝統的
には，「存在者であるかぎりの存在者」の探究とされ，「存在すると
はどのようなことか」「何が存在するのか」「現実（reality）とは何
か」などを一般的に問う，
「哲学の中の哲学」とも言うべき探究であっ
た。近代以降，それは「存在論（ontology）」とも呼ばれ，自然科
学や論理学の飛躍的な発展を踏まえて，現代においても新しい状況
の中で見直され問い直されている。たとえば，
「生物種は存在するか」
「種が存在するとすれば，それは何であるのか」「虚構（フィクショ
ン）の対象はどのような意味で存在し，どのような意味で存在しな
いのか」などといった問いもその探求のうちに含まれる。
本講義では，現代存在論において何が問われているのか，どのよ
うな考え方が主張されているのかを概観し，私たちが自明であると
思っている「存在」の奥深さや哲学的思考の意義について理解を深
めていきたい。
【到達目標】
（1） 現
 代の存在論において，何がどのように問題にされているかと
いうことを，その問題の背景や意義を踏まえて説明できる。
（２） 存
 在論の諸問題に対する多様な考え方や立場が，どのような根
拠に基づいて主張されているかを説明できる。

目

準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ配布されるレジュメと資料を熟読のうえ，疑問点をま
とめておくこと。
また授業後は，レジュメを中心にノートを整理し，正確な理解と
自分なりの考えを深めたうえで，ミニ・レポート課題を提出する。
教科書
教科書は使用せず，レジュメと資料を配布する。
参考書
倉田剛，『現代存在論講義 ― ファンダメンタルズ』（新曜社，
2017年）
倉田剛，『現代存在論講義 ― 物質的対象・種・虚構』（新曜社，
2017年）
マルクス・ガブリエル，『なぜ世界は存在しないのか』（講談社，
2018年）

長田

蔵人

授業の概要・到達目標
【授業の概要】
人類はそれぞれの時代と地域において，人はどう生きるべきか，
いかに振る舞うべきかについて思索をめぐらせ，それを特有の「宗
教的戒律」や「道徳的規範」として表現してきた。西洋哲学の伝統
では，そのような「規範」や「価値」への問いが，「倫理学（ethics）
」
という1つの合理的・批判的な学問へと仕上げられ，望ましい生き
方や振る舞いについて，「根拠」を持って語る可能性が追求されて
きた。
本講義では，この倫理学という学問における人間の思索の追体験
を通じて，私たちが無意識のうちに前提している価値観や人生観の，
多様な源流を理解することを目指す。そこで得られる視点から，自
分自身の「価値観」や「思考の枠組み」を客観視し，評価し直して
もらいたい。
日本は東洋思想と西洋思想から決定的な影響を受けつつ，独自の
倫理観・価値観を発展させてきた。そこで本講義では，これらを順
に扱っていく。
【到達目標】
（１） それぞれの回ごとのテーマについて，議論の概要を自分自身で
説明できる。
（２） そこで提示されている問題に対する自分自身の考えを，筋道を
立てて論じられる。

履修上の注意
出席数が授業回数の3分の2を満たさない場合，期末試験の受験
資格が失われます。
また，特段の事情がない限り，20分以上の遅刻は出席としては認
められませんので，注意してください。
準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ配布されるレジュメと資料を熟読のうえ，疑問点をま
とめておくこと。
また授業後は，レジュメを中心にノートを整理し，正確な理解と
自分なりの考えを深めたうえで，ミニ・レポート課題を提出する。
教科書
教科書は使用せず，レジュメを配布する。
参考書
山脇直司，『ヨーロッパ社会思想史』（東京大学出版会，1992年）
マイケル・ピュエット，
『ハーバードの人生が変わる東洋哲学』
（早
川書房，2018年）
末木文美士，『日本思想史』（岩波書店，2020年）

成績評価の方法
ミニ・レポート30％， 期末試験70％

成績評価の方法
ミニ・レポート30%， 期末試験70%

その他
連絡先：
研究室：

その他
連絡先 :
研究室 :

401号室）

2単位

担当者

授業内容
第1回 イントロダクション―倫理学とは何か？
第2回 古代ギリシャの倫理思想
第3回 古代中国の倫理思想
第4回 ヘブライの宗教とイスラーム
第5回 古代日本人の宗教と倫理
第6回 古代日本人の政治理念
第7回 神仏習合と怨霊信仰
第8回 武士道の理念
第9回 西洋近代の倫理思想
第10回 労働と公正な社会
第11回 日本の近代化と戦後日本人の精神
第12回 現代日本人の宗教意識
第13回 グローバル化時代の倫理
第14回 a: まとめ／b: 試験

履修上の注意
出席数が授業回数の3分の2を満たさない場合，期末試験の受験
資格が失われます。
また，特段の事情がない限り，20分以上の遅刻は出席としては認
められませんので，注意してください。

kurandoo@meiji.ac.jp
哲学研究室（3号館4階

単位数
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kurandoo@meiji.ac.jp
哲学研究室 （3号館4階

401号室）

科目ナンバー：(AG)IND412J
科

目

名

フィールドワーク実習

科目ナンバー：(AG)IND412J

単位数

担当者

科

8単位

食料環境政策
学科教員

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》《授業の概要》
教員の指導のもとで研究室ごとに，フィールドワークのテーマを
設定して，その内容と項目を決め，実際に農村等に出かけて調査を
行う。フィールドワーク実習によって，調査対象地域の実情を知り，
調査方法を学び，データを収集し，データを分析する能力や，問題
解決に必要な応用力を身につける。また調査内容をレポートにまと
めることを通して，表現能力の向上を図る。
授業内容
研究室により研究領域が異なるので，履修者は教員の指導のもと，
フィールドワークのテーマや実習の内容を決定する。

目

名

リサーチゼミ・卒論ゼミ

単位数

担当者

8単位

食料環境政策
学科教員

授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》《授業の概要》
教員の指導のもとで，研究テーマを設定し，２年間を通じて，文
献の講読と卒業論文の作成を行う。リサーチゼミでは広く研究テー
マに関連した著書や論文などを講読・読解し，ゼミナール形式で発
表し，議論する。さらにゼミナールという場における議論の仕方を
も学ぶ。卒論の作成に当たっては，関連文献を読解し，データを収
集し，調査を行うなどして，その結果を論文に取りまとめる。特に，
自らの問題関心を明確にし，そのテーマに沿った論文を執筆する能
力を身につけることを目的とする。
授業内容
研究室により研究領域が異なるので，履修者は教員の指導のもと，
文献調査と卒論テーマの内容を決定する。

履修上の注意
単位はリサーチゼミ・卒論ゼミと一括して付与されるので，同一
教員が担当する同科目を同時履修すること。

履修上の注意
トータルで４学期の履修が必要。単位はフィールドワーク実習と
一括して付与する。
但し、活動の内容によっては，単位を付与しない場合もあり得る
ので，注意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容
指導教員が指示をする。

準備学習（予習・復習等）の内容
常に問題意識を持ち，幅広く知識を深めること。

教科書
指導教員が指定する。

教科書
指導教員が指定する。

参考書
指導教員が指定する。

参考書
指導教員が指定する。

成績評価の方法
実習に対する姿勢，調査結果の分析力，調査結果の発表，調査レ
ポートを総合的に評価する。

成績評価の方法
ゼミでの研究姿勢，文献の読解力，発表，議論への参加，卒業論
文を総合的に評価する。

その他

その他
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研

究

室

研
究
室

3 ．研究室一覧
○注意事項
詳細が未定の研究室や研究内容は決まり次第，入室説明会や掲示板等で告知します。
また，在外研究等の都合により募集しない場合や担当教員や研究室名が変更になる場合
があります。

農学科
研
作
果
野
花
植
生
植
応
植
動
動
動
地
土
水
応
環
環
※１

究

室

物
学
研
究
樹 園 芸 学 研 究
菜 園 芸 学 研 究
卉 園 芸 学 研 究
物 育 種 学 研 究
産 シ ス テ ム 学 研 究
物 病 理 学 研 究
用 昆 虫 学 研 究
物 線 虫 学 研 究
物 環 境 学 研 究
物 遺 伝 資 源 学 研 究
物 生 産 学 研 究
域 環 境 計 画 研 究
地 資 源 学 研 究
資 源 学 研 究
用 植 物 生 態 学 研 究
境 デ ザ イ ン 研 究
境 気 象 学 研 究

名

教

室
室
室
室
室
室
室
室
室
室
室
室
室
室
室
室
室
室

塩 津
岩 﨑
元 木
半 田
丸 橋
池 田
大 里
糸 山
新 屋
川 口
溝 口
佐々木
服 部
登 尾
小 島
倉 本
菅 野
矢 﨑

員
文
直

隆
人
悟
高
亘
敬
修 一
享
良 治
真以子
康
羊 介
俊 宏
浩 助
信 彦
宣
博 貢
友 嗣

動物生産学研究室の詳細は未定です。

農芸化学科
研

究

室

名

教

員

食 品 生 化 学 研 究 室
食品安全健康科学研究室
食 品 機 能 化 学 研 究 室
発 酵 食 品 学 研 究 室
食 品 工 学 研 究 室
栄 養 生 化 学 研 究 室
生 物 物 理 学 研 究 室
ゲ ノ ム 微 生 物 学 研 究 室
植 物 制 御 化 学 研 究 室
天 然 物 有 機 化 学 研 究 室
ケミカルバイオロジー研究室
土 壌 圏 科 学 研 究 室
植 物 環 境 制 御 学 研 究 室
微 生 物 化 学 研 究 室
環 境 分 析 化 学 研 究 室
環境バイオテクノロジー研究室
微 生 物 遺 伝 学 研 究 室
微 生 物 生 態 学 研 究 室

竹
長
石

麻 子
恭 一
喜 朗
定
卓
賢太朗
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中
田
丸
未
中 村
金 子

鈴 木 博
実島 田 友
裕瀬 戸 義
哉荒 谷
博久 城 哲
夫加 藤 雅
彦中 林
和 重村 上
周一郎 充
安 保
小山内
崇
前 田 理 久
中 島 春 紫

生命科学科
研

究

室

名

ゲ ノ ム 機 能 工 学 研 究 室
環 境 応 答 植 物 学 研 究 室
植 物 分 子 生 理 学 研 究 室
植 物 細 胞 工 学 研 究 室
細 胞 情 報 制 御 学 研 究 室
メディカル・バイオエンジニアリング研究室
微 生 物 工 学 研 究 室
生 体 機 構 学 研 究 室
バイオインフォマティクス研究室
分 子 発 生 学 研 究 室
生 体 機 能 物 質 学 研 究 室
動 物 栄 養 学 研 究 室
動物再生システム学研究室
生 体 制 御 学 研 究 室
プ ロ テ オ ミ ク ス 研 究 室
植 物 発 生 制 御 学 研 究 室
動 物 生 理 学 研 究 室
環 境 応 答 生 物 学 研 究 室

教
大
賀
川
桑
戸
長
浜
長
矢
吉
渡
浅
乾
河
紀
田
中
吉

員
鐘
来
上
田
村
嶋
本
竹
野
田
辺
沼
野
藤
中
村
本

潤
華 江
直 人
茂
秀 明
比呂志
牧 子
貴 広
健太郎
健 一
寛 人
成 人
雅 史
菜摘子
圭 治
博 和
孝 博
光 希

食料環境政策学科
研

究

室

名

教

員

「食と農」の分野
食 料 貿 易 論 研 究 室
フードシステム論研究室
食 ビ ジ ネ ス 論 研 究 室
食 料 農 業 社 会 学 研 究 室
農 業 政 策 論 研 究 室
農業マネジメント論研究室
国 際 農 業 経 済 論 研 究 室
国 際 開 発 論 研 究 室

作
大
中
片
橋
竹
暁
池

山
江
嶋
野
口
本

徹
晋
洋
卓
田

上

彰

廣 政
藤 栄
本 所
市 田
小田切
岡

幸

巧
男
作
平
也
持
剛
英

「環境と資源」の分野
環
資
環
環
地
共
※１

境 経 済 論 研 究
源 経 済 論 研 究
境 資 源 会 計 論 研 究
境 社 会 学 研 究
域ガバナンス論研究
生 社 会 論 研 究

室
室
室
室
室
室

生
剛
靖 博
知 子
徳 美
通太郎

国際農業経済論研究室の詳細は未定です。

学科共通
研

究

室

名

アグリサイエンス研究室 ※１
フィールド先端農学研究室 ※１
英 語 農 学 研 究 室 ※ ２
※１

理系３学科共通

※２

４学科共通
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教

員

岩 﨑 泰 永
伊 藤 善 一
マクタガート，イアン

4．情報関係科目の履修について
○履修案内

情報関係科目を履修する場合は，以下の期間に履修申請をすること。時間等詳細は大学HP掲載の「情
報関係科目シラバス」を必ず参照すること。（URLは最下部に記載）

○履修申請期間
一次申請（抽選）：４月４日（日）13：00

～

４月７日（水）９：00

※抽選結果発表：４月７日
（水）19：00～ WEB履修システム上にて

システム停止期間
以下の期間はシステムメンテナ

二次申請（先着）：４月８日（木）13：00

～

４月９日（金）９：00

ンスのためWEB履修システム

履修修正（先着）：４月13日（火）13：00

～

４月15日（木）９：00

①４月５日
（月）９：00～17：00
②４月６日
（火）９：00～13：00

※定員に満たないクラスのみ先着順受付，削除も可
※定員に満たないクラスのみ先着順受付，削除も可

を停止します。

○科目案内

階 層
エレメンタリー階層

科 目（各２単位）
ICTエレメンタリー
ICTベーシックⅠ
基本階層
ICTベーシックⅡ
ICT統計解析Ⅰ
ICT統計解析Ⅱ
ICTデータベースⅠ
ICTデータベースⅡ
ICTメディア編集Ⅰ
応用階層
ICTメディア編集Ⅱ
ICTアプリ開発Ⅰ
ICTアプリ開発Ⅱ
ICTコンテンツデザインⅠ
ICTコンテンツデザインⅡ
ICT総合実践Ⅰ
総合発展階層
ICT総合実践Ⅱ
※網掛けの科目は生田キャンパスにおいて未開講のため，履修する場合は和泉または駿河台開講科目を
WEB履修申請すること。（「ICTエレメンタリー」「ICTベーシックⅠ・Ⅱ」以外の科目は他キャンパ
スでの履修が可能です。）
ICTとは…
ICT （Information and Communication Technology）とは「情報通信技術」のことで，情報や通
信に関する技術の総称です。
情報関係科目では時代に即したICT活用能力の習得と，各学部の専門科目においてICTスキルの
活用ができる能力を養うことができます。

○科目概要（担当者ごとの授業内容は，大学HP掲載の「情報関係科目シラバス」を参照すること）
「ICTエレメンタリー」
高校の教科「情報」で，十分な成果を上げられなかった学生を対象にしている。（初学者向け）
現代の情報社会で，最低限の活動を円滑に行うために必要な知識と，スキルを習得する。

「ICTベーシックⅠ・Ⅱ」
ICTに関する基礎的な知識やPCの基本操作，情報倫理などの内容を扱う。大学生として必要な情報技術，新
しい技術やシステムへの対応力，情報倫理，メディアとの接し方，コンテンツの扱い方などを総合的に習得する。
「ICTベーシックⅠ」では，履修者が最低限習得すべき項目を示した「ミニマムリクワイアメント」を
設定し，どの教員で履修しても，一定の知識レベルが保証されるしくみとしている。「ICTベーシックⅡ」
では，
「ICTベーシックⅠ」の内容を各担当教員の専門を活かしてより深く習得していく。

○履修前提科目

Ⅰ・Ⅱのある科目は，Ⅱの履修をするためにⅠの履修及び単位修得が前提となる。４月に秋学期分の履
修登録も行いⅠ（春学期配当科目）・Ⅱ（秋学期配当科目）を同時に履修しても，Ⅰの単位が修得できなかっ
た場合，Ⅱの履修登録は，秋学期開始前に自動的に削除される。
※科目の詳細，時間割等は大学HP掲載の「情報関係科目シラバス」を必ず参照すること。

○シラバス・時間割（以下URLに情報関係科目のシラバス・時間割情報が載っています）
https://www.meiji.ac.jp/edu-info/about_ict.html
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５．レポート・論文の剽窃（盗用）行為への注意
昨今，授業の課題として課せられるレポートや論文を作成する際に，他人の文章（書籍・論文・Webぺー
ジ）をそのまま無断で借用したり，他の学生が作成した文章をあたかも自分の文章であるかのごとくみせ
ひょうせつ

かける剽窃（盗用）行為が目立つとの指摘が多くの教員から寄せられています。
大学としては，このようなことは看過できませんので，学生諸君は，以下の点によく注意をしてレポー
トや論文を作成するようにしてください。
⑴

剽窃（盗用）行為は社会的に許されない行為
剽窃行為は，他人の学問的業績を無断で借用することであり，学問のルールに反するだけでなく，場合

によっては他人の著作権を侵害する犯罪行為にもなる社会的に許されない行為です。
⑵

剽窃（盗用）行為とみなされる事例
次のような行為は，剽窃（盗用）とみなされます。また，これに類似した行為や剽窃を助ける行為（レ

ポート等のひな形を作成して他人にみせること等）も同様です。
○活字媒体（書籍・雑誌・新聞等）やWebサイト等に掲載された他人の文章（無署名であっても）や
資料等を出典を示さずにそのまま使い，あるいは前後関係や語句を若干変更した程度でレポート・論
文を作成すること。
○引用した部分を具体的に示さず，レポート・論文の最後に『○○参照』などと簡単に触れるにとどめ
ること。
○他人が作成した文章をあたかも自分が作成したかのごとくみせかけて，あるいは前後関係や語句を若
干変更してレポート・論文を作成すること。
⑶

剽窃（盗用）行為は処分の対象
定期試験に代えて実施されるレポートや論文の場合，剽窃あるいは剽窃を助ける行為が明らかであれば，

定期試験での不正行為（カンニング）と同様の処分（その科目のみならず当該期の全登録科目の不合格や
停学処分等）の対象となることがあります。
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６．生田図書館案内
明治大学の駿河台，和泉，生田，中野の４キャンパスにはそれぞれ図書館があり，４つのキャンパスの図書
館を利用できます。生田図書館はキャンパスの中央に位置し，中央校舎正面と向い合う３階建ての建物です。
以下に記載する内容は，通常時のサービス内容です。新型コロナウイルス感染症の影響により開館日，
時間や一部のサービスに変更，利用制限がありますので，HPにて最新の情報を確認して利用してください。
◆

開館日
 冬季休業の一部，夏季休業の一斉休暇（８月10日～16日），大学の創立記念日・創立記念祝日，臨
時休館日を除いて開館しています。

◆

開館時間

月～金

８時30分～22時

土

８時30分～19時

日・祝日

10時～17時

※

休日授業実施日は，原則として開館します。

※

開館日・時間は変更の場合がありますので，最新情報は図書館ホームページの開館カレンダーを確
認してください。

◆

貸出冊数

15冊を15日間借りることができます。

◆

利用

学生証が図書館利用証です。入館の際，本の貸出，パソコンの貸出等に必要です。

１．資料紹介と配置場所
生田図書館は自然科学・技術・工学に比重を置く図書と雑誌が中心です。しかし，学習や教養を深める
ために人文・社会科学の基本図書や就職・資格関係の実用図書，様々なジャンルの新書・文庫などもたく
さん所蔵しています。
図書館の資料は，辞書や統計，年鑑などのレファレンスブックや一部の雑誌，シラバス図書などを除いて貸
出することができます。
見たい資料が他キャンパスの図書館にある場合は，
オンラインで取寄せることができます。
１）図書
【開架エリア】 出
 版年が比較的新しく利用頻度の高い図書は閲覧席近くのオープンスペースに配架されてい
ます。
〔第１開架閲覧室〕（２階）
・人文・社会科学（ラベルが０～３で始まる図書）
・自然科学（ラベルが４で始まる図書）
〔第２開架閲覧室〕（２階）
・新着図書コーナー（毎日到着する新着図書をお知らせするために，１週間並べています）
・特集図書コーナー
・新書・文庫コーナー（岩波新書，新潮文庫など22種類，及び就職・資格関係図書）
・理工，農，資格課程シラバス図書（シラバス指定の参考書）
・英語リーダーコーナー（ペンギンリーダーなど英語の読み物コーナー）
〔第３開架閲覧室〕（１階）
・技術・工学（ラベルが５で始まる図書）
〔参考図書エリア〕（２階）
・辞書，事典，年鑑，白書，統計書，ハンドブック（これら「調べるための本」をレファレンスブッ
クといいます。常に調べられるように書架にあることが必要であり，貸出は行っていません）。
・農林水産業，商業，運輸，通信（ラベルが６で始まる図書）
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・芸術，語学，文学（ラベルが７～９で始まる図書）
【書庫エリア】 出版年が古いもの，利用頻度が低くなったもの，大部の全集もの，大型図書などが書庫
に配架されています。書庫は自由に入ることができます。
〔地下１階書庫〕……建築図集や写真集など大型図書があります。
〔地下２階書庫〕……出版年が古い図書，大部の全集，開架しない参考図書などがあります。
２）雑誌・新聞
〔新聞閲覧コーナー〕（２階）
・当日の全国紙，スポーツ紙および最新の地方紙，業界紙，外国新聞を閲覧できます。過去１か月分
もここに置いてあります。
〔新着雑誌エリア〕（２階）
・今年１年の雑誌が置いてあります。扉を開くと中に前の号が入っています。貸出は行っていません。
近年では電子ジャーナルで見られるように契約が進められています。なお，翌年になると，雑誌は
１階または地下１階に下して配架します。これをバックナンバー雑誌といいます。
〔バックナンバー雑誌〕（１階，地下１階）
・こちらのバックナンバー雑誌は貸出ができます（ただし，３日間）。
・バックナンバー雑誌は請求記号順に配架されています。ただし，利用の多い『新建築』など建築に
関する雑誌は２階に別配架されています。
〔過去の新聞〕（地下２階）
・全国紙の縮刷版や，新聞閲覧コーナーに配架している新聞の過去分を配架しています。
２．OPAC専用パソコン
明治大学図書館で必要な図書・雑誌を探すときに，
OPACで検索します。
山手線沿線私立大学図書館コンソー
シアム加盟大学（青山学院，学習院，國學院，東洋，法政，明治学院，立教，明治）図書館の蔵書検索もで
きます。加盟する大学図書館各館に出向き手続きをすれば，その図書館の本の貸出を受けることができます。
検索画面にリンクしているNII検索からは，
日本全国の国公私立大学図書館や学術機関の蔵書検索ができます。
そのほかOPAC画面からは，明治大学他キャンパスの図書館からの取寄せ，予約，貸出期間延長や図書
館に所蔵していない図書の購入申込みをすることができます。
３．貸出用ノートパソコン
館内貸出用のノートパソコンが70台あります。これらのパソコンからインターネットに接続し，図書館
ホームページからデータベースや電子ジャーナルを利用することができます。オープンプリンターを利用
して印刷（有料）も可能です。インターネットを利用するためには，明治大学総合情報ネットワーク（MIND）
の講習会を受講する必要があります。
４．レファレンスカウンター
図書館の使い方から文献の探し方，電子情報の検索方法，本学に所蔵していない文献の入手手続きなど，
図書館に来て困った時は，いつでも強い味方になってくれるのがレファレンスカウンターです。
５．展示ギャラリー「Gallery ZERO」
学習や研究成果発表の場として利用されています。展示会開催情報は図書館ホームページで案内されます。

― 369 ―

７．大地震発生時の避難マニュアル（生田キャンパス）
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８．明治大学生田キャンパス建物案内図
） 生田キャンパス案内図

6号館

中央校舎
（3Ｆ） 教室 0301～0311
（4Ｆ） 教室 0405～0412
（5Ｆ） 情報処理教室
（6Ｆ） メディアホール

第一校舎
1号館 教

2号館

3号館
4号館
5号館
6号館

室

120～126 129A・B
131 133 134 137
138
演習室 127 128 132A・B
135 136
教 室 2-200 2-300
演習室（院） 106 107
自習室・学習支援室
学生実験室・研究室
学生実験室・研究室
演習室 212 303 研究室
演習室 203 204 研究室
教 室 204～208
演習室 101 102 209 409
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） 第一校舎 号館見取図
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） 第一校舎 号館見取図

河野

吉本

B
動物再生
乾
システム学
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田中 植物発生
制御学

） 第一校舎 号館見取図

女 男
WC WC

共通
分析室

女 男
WC WC

209

リサ 一般教育
ヴォート 演習室

315

314

301

農業経済学 A
専攻院生 加藤
研究室 （雅）

313

B
土壌圏科学

小山内 環境バイオ 微生物化学 倉庫
A テクノロジー
B

304C 309

310

302C

305C

306C

応用生化学

308C

310C

307
瀬戸

土壌圏科学 環境バイオ
テクノロジー

女 男
WC WC 暁剛

A

狩野

女 男
WC WC 食品衛生学 生物機能化学 応用生化学 島田

織田

藤栄 片野
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フィールド実習
準備・分析室B

） 第一校舎 号館見取図

環境気象
学実験室
C 矢﨑

209

207

206

210

205

男子WC

女子WC

208

204

211

女子WC
男子WC

（岩﨑・伊藤）
環境
気象学 矢﨑

佐藤
（道）根本

302

甲斐
榊田
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） 第一校舎

号館見取図

イアン・
マクタ
ガート

新屋
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英語
農学

塩津

長竹

メディカル・
バイオエンジニアリング

動物生理学

中村
（孝）

佐々木

（卓）

金子

石丸
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７）第一校舎６号館見取図
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助教研究室 客員研究室
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８） 中央校舎見取図
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９．科目名索引
2017～2021年度以降入学者対象科目

（英語）

英語Ⅰa生（ 4 ）

55

英語Ⅰa生（ 5 ）

55

Global Competence A（ 1 ）・（ 2 ）

22

英語Ⅰa農（ 1 ）

48

Global Competence B（ 1 ）・（ 2 ）

22

英語Ⅰa農（ 2 ）

49

Global Competence C（ 1 ）・（ 2 ）

23

英語Ⅰa農（ 3 ）

49

英語Ⅰa農（ 4 ）

50

英語Ⅰa農（ 5 ）

50

（あ）
アグリサイエンス論（ 1 ）・（ 2 ）

44

英語Ⅰa化（ 1 ）

51

アジアの歴史

21

英語Ⅰa化（ 2 ）

51

英語Ⅰa化（ 3 ）

52

英語Ⅰa化（ 4 ）

52

（い）
遺伝学 

300

英語Ⅰa化（ 5 ）

53

遺伝子工学
（農）

224

英語Ⅰb政（ 1 ）

66

遺伝子工学
（生命）

318

英語Ⅰb政（ 2 ）

66

インターンシップ（農化）

275

英語Ⅰb政（ 3 ）

67

インターンシップ

355

英語Ⅰb政（ 4 ）

67

インターンシップ（生命）

305

英語Ⅰb政（ 5 ）

68

英語Ⅰb生（ 1 ）

63

英語Ⅰb生（ 2 ）

64

（う）
ウイルス学概論

318

英語Ⅰb生（ 3 ）

64

運動学
（ 1 ）

201

英語Ⅰb生（ 4 ）

65

運動学
（ 2 ）

202

英語Ⅰb生（ 5 ）

65

英語Ⅰb農（ 1 ）

58

英語Ⅰb農（ 2 ）

59

（え）
英語Ⅰ・英語Ⅱについて

48

英語Ⅰb農（ 3 ）

59

英語Ⅰa政
（ 1 ）

56

英語Ⅰb農（ 4 ）

60

英語Ⅰa政
（ 2 ）

56

英語Ⅰb農（ 5 ）

60

英語Ⅰa政
（ 3 ）

57

英語Ⅰb化（ 1 ）

61

英語Ⅰa政
（ 4 ）

57

英語Ⅰb化（ 2 ）

61

英語Ⅰa政
（ 5 ）

58

英語Ⅰb化（ 3 ）

62

英語Ⅰa生
（ 1 ）

53

英語Ⅰb化（ 4 ）

62

英語Ⅰa生
（ 2 ）

54

英語Ⅰb化（ 5 ）

63

英語Ⅰa生
（ 3 ）

54

英語Ⅱａ政
（ 1 ）

76

― 386 ―

英語Ⅱａ政
（ 2 ）

76

英語Ⅱｂ化（ 4 ）

82

英語Ⅱａ政
（ 3 ）

77

英語Ⅱｂ化（ 5 ）

83

英語Ⅱａ政
（ 4 ）

77

英語Ⅲ・科学英語・英語コミュニケーション

英語Ⅱａ政
（ 5 ）

78

について 

88

英語Ⅱａ生
（ 1 ）

73

英語Ⅲ（ 1 ）

89

英語Ⅱａ生
（ 2 ）

74

英語Ⅲ（ 2 ）

89

英語Ⅱａ生
（ 3 ）

74

英語Ⅲ（ 3 ）

90

英語Ⅱａ生
（ 4 ）

75

英語Ⅲ（ 4 ）

90

英語Ⅱａ生
（ 5 ）

75

英語Ⅲ（ 5 ）

91

英語Ⅱａ農
（ 1 ）

68

英語Ⅲ（ 6 ）

91

英語Ⅱａ農
（ 2 ）

69

英語Ⅲ（ 7 ）

92

英語Ⅱａ農
（ 3 ）

69

英語Ⅲ（ 8 ）

92

英語Ⅱａ農
（ 4 ）

70

英語Ⅲ（ 9 ）

93

英語Ⅱａ農
（ 5 ）

70

英語Ⅲ（10）

93

英語Ⅱａ化
（ 1 ）

71

英語Ⅲ（11）

94

英語Ⅱａ化
（ 2 ）

71

英語Ⅲ（12）

94

英語Ⅱａ化
（ 3 ）

72

英語Ⅲ（13）

95

英語Ⅱａ化
（ 4 ）

72

英語Ⅲ（14）

95

英語Ⅱａ化
（ 5 ）

73

英語Ⅲ（15）

96

英語Ⅱｂ政
（ 1 ）

86

英語Ⅲ（16）

96

英語Ⅱｂ政
（ 2 ）

86

英語Ⅲ（17）

97

英語Ⅱｂ政
（ 3 ）

87

英語Ⅲ（18）

97

英語Ⅱｂ政
（ 4 ）

87

英語Ⅲ（19）

98

英語Ⅱｂ政
（ 5 ）

88

英語Ⅲ（20）

98

英語Ⅱｂ生
（ 1 ）

83

英語Ⅲ（21）

99

英語Ⅱｂ生
（ 2 ）

84

英語Ⅲ（22）

99

英語Ⅱｂ生
（ 3 ）

84

英語Ⅲ（23）

100

英語Ⅱｂ生
（ 4 ）

85

英語Ⅲ（24）

100

英語Ⅱｂ生
（ 5 ）

85

英語Ⅲ（25）

101

英語Ⅱｂ農
（ 1 ）

78

英語Ⅲ（26）

101

英語Ⅱｂ農
（ 2 ）

79

英語Ⅲ（27）

102

英語Ⅱｂ農
（ 3 ）

79

英語Ⅲ（28）

102

英語Ⅱｂ農
（ 4 ）

80

英語Ⅲ（29）

103

英語Ⅱｂ農
（ 5 ）

80

英語Ⅲ（30）

103

英語Ⅱｂ化
（ 1 ）

81

英語Ⅲ（31）

104

英語Ⅱｂ化
（ 2 ）

81

英語Ⅲ（32）

104

英語Ⅱｂ化
（ 3 ）

82

英語Ⅲ（33）

105
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英語Ⅲ
（34）

105

応用水理学 

253

英語Ⅲ
（35）

106

応用生物統計学 

221

英語Ⅲ
（36）

106

応用力学 

232

英語Ⅲ
（37）

107

英語Ⅲ
（38）

107

英語Ⅲ
（39）

108

海外農業体験 

335

英語Ⅲ
（40）

108

会計学入門 

330

英語Ⅲ
（41）

109

外国文学（ 1 ）・（ 2 ）

英語Ⅲ
（42）

109

外国文化ゼミナール（英語）
（ 1 ）

207

英語コミュニケーション（ 1 ）

124

外国文化ゼミナール（英語）
（ 2 ）

207

英語コミュニケーション（ 2 ）

124

外国文化ゼミナール（英語）
（ 3 ）

208

英語コミュニケーション（ 3 ）

125

外国文化ゼミナール（英語）
（ 4 ）

208

英語コミュニケーション（ 4 ）

125

外国文化ゼミナール（ドイツ語）

209

英語コミュニケーション（ 5 ）

126

外国文化ゼミナール（フランス語）

209

英語コミュニケーション（ 6 ）

126

害虫管理学 

248

英語コミュニケーション（ 7 ）

127

化学 

264

英語コミュニケーション（ 8 ）

127

科学英語（ 1 ）

110

英語コミュニケーション（ 9 ）

128

科学英語（ 2 ）

110

英語コミュニケーション（10）

128

科学英語（ 3 ）

111

英語コミュニケーション（11）

129

科学英語（ 4 ）

111

英語コミュニケーション（12）

129

科学英語（ 5 ）

112

英語農学Ⅰ
（政策）

39

科学英語（ 6 ）

112

英語農学Ⅰ
（生命）

38

科学英語（ 7 ）

113

英語農学Ⅰ
（農）

36

科学英語（ 8 ）

113

英語農学Ⅰ
（農化）

37

科学英語（ 9 ）

114

英語農学Ⅱ
（政策）

40

科学英語（10）

114

英語農学Ⅱ
（生命）

39

科学英語（11）

115

英語農学Ⅱ
（農）

37

科学英語（12）

115

英語農学Ⅱ
（農化）

38

科学英語（13）

116

英語農学入門 

333

科学英語（14）

116

栄養科学 

269

科学英語（15）

117

栄養生化学 

277

科学英語（16）

117

園芸学概論 

229

科学英語（17）

118

園芸植物繁殖学 

242

科学英語（18）

118

科学英語（19）

119

科学英語（20）

119

科学英語（21）

120

（お）
応用昆虫学 

248

（か）
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15

科学英語
（22）

120

基礎ゼミ 

333

科学英語
（23）

121

基礎動物生産学 

219

科学英語
（24）

121

基礎分子生物学 

268

科学英語
（25）

122

共生社会論 

341

科学英語
（26）

122

協同組合論 

354

科学英語
（27）

123

科学英語
（28）

123

化学概論 

218

経営学入門 

330

化学基礎 

31

景観園芸学 

258

（け）

化学実験
（農芸化学科）

276

経済学 

化学実験
（農）

218

経済学入門 

327

ゲノム機能工学 

320

科学の哲学 

12

26

化学要論 

298

ケミカルバイオロジー 

280

花卉園芸学 

241

健康科学（ 1 ）

202

果樹園芸学 

242

健康科学（ 2 ）

203

環境安全学 

290

現代社会と食 

342

環境応答植物学 

314

現代倫理学の諸問題 

環境応答生物学 

313

環境科学 

270

環境化学実験 

292

工芸作物学 

240

環境学入門 

332

構造力学 

254

環境気象学 

231

酵素化学 

281

環境行動経済学 

351

高分子化学 

289

環境資源会計論 

340

国際協力と国際機関 

348

環境社会学 

340

国際農業経済論 

338

環境デザイン学 

235

国際比較農政論 

347

環境バイオテクノロジー 

283

国際貿易協定論 

348

環境微生物学 

291

ことばと文化Ａ 

16

環境分析化学 

282

ことばと文化Ｂ 

16

環境分析実験 

293

環境問題と地域社会 

353

（き）

13

（こ）

（さ）
栽培学入門 

219

細胞情報制御学 

320

技術者倫理 

228

細胞生物学（農芸化学科）

273

基礎植物育種学 

226

細胞生物学（生命）

301

基礎生物統計学（農芸化学科）

275

材料施工学 

255

基礎生物統計学（農）

221

作物学概論 

229
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雑草学 

249

（し）

植物環境制御学 

282

植物環境生理学 

312

植物機能制御学 

315

資源経済論 

339

植物工学 

313

資源植物学 

234

植物細胞生物学 

311

自然公園論 

259

植物成長制御学 

243

持続可能性の会計学 

352

植物生命科学 

299

持続可能性の経済学 

352

植物生理生態学 

222

実験動物学 

215

植物線虫学 

249

実験動物学 

252

植物病害制御学 

247

植物病理学 

246

社会学 

26

社会学入門 

329

植物分子生理学 

312

社会経済史入門 

331

植物分類・形態学 

222

社会調査法入門 

331

植物保護学概論 

230

12

植物保全生態学 

235

宗教の哲学 
職業指導 

216

食文化と農業ビジネス 

344

食生活の科学 

342

食用作物学 

240

食農メディア論Ａ 

344

食料環境政策学を学ぶ 

326

食農メディア論Ｂ 

345

「食料環境政策」総合講座 

355

食ビジネス論 

338

食料環境政策入門 

326

食品安全学 

288

食料農業社会学 

336

食品衛生学 

277

食料貿易論 

335

食品化学 

270

身体運動学ゼミナール（ 1 ）

210

食品化学・食品分析実験 

295

身体運動学ゼミナール（ 2 ）

210

食品機能化学 

278

人文科学ゼミナール（哲学）

206

食品健康科学 

286

人文科学ゼミナール（文章表現）

206

食品工学 

278

（ 1 ）・（ 2 ）
心理学Ａ

14

食品生化学 

276

心理学B（ 1 ）・（ 2 ）

14

食品物性学 

285

森林・水産政策論 

食品ブランド化戦略論 

343

食品マーケティング論 

343

食品免疫学 

288

水理学 

233

食品冷凍冷蔵学 

287

数学概論（ 1 ）
（ 2 ）

212

植物育種学 

243

数学基礎 

植物遺伝資源学 

223

図学 

223

植物ウイルス学 

247

スペイン語Ⅰａ政 

158

植物栄養学 

273

スペイン語Ⅰａ生 

158

354

（す）
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31

スペイン語Ⅰａ農 

157

スポーツ実習Ⅱ（ 2 ）

188

スペイン語Ⅰａ化 

157

スポーツ実習Ⅱ（ 3 ）

189

スペイン語Ⅰｂ政 

160

スポーツ実習Ⅱ（ 4 ）

189

スペイン語Ⅰｂ生 

160

スポーツ実習Ⅱ（ 5 ）

190

スペイン語Ⅰｂ農 

159

スポーツ実習Ⅱ（ 6 ）

190

スペイン語Ⅰｂ化 

159

スポーツ実習Ⅱ（ 7 ）

191

スペイン語Ⅱａ政 

162

スポーツ実習Ⅱ（ 8 ）

191

スペイン語Ⅱａ生 

162

スポーツ実習Ⅱ（ 9 ）

192

スペイン語Ⅱａ農 

161

スポーツ実習Ⅱ（10）

192

スペイン語Ⅱａ化 

161

スポーツ実習Ⅱ（11）

193

スペイン語Ⅱｂ政 

164

スポーツ実習Ⅱ（12）

193

スペイン語Ⅱｂ生 

164

スポーツ実習Ⅱ（13）

194

スペイン語Ⅱｂ農 

163

スポーツ実習Ⅱ（14）

194

スペイン語Ⅱｂ化 

163

スポーツ実習Ⅱ（15）

195

スペイン語Ⅲ
（ 1 ）

165

スポーツ実習Ⅱ（16）

195

スペイン語Ⅲ
（ 2 ）

165

スポーツ実習Ⅱ（17）

196

スポーツ実習Ⅰ（ 1 組）男子 

178

スポーツ実習Ⅱ（18）

196

スポーツ実習Ⅰ（ 2 組）男子 

178

スポーツ実習Ⅱ（19）

197

スポーツ実習Ⅰ（ 3 組）男子 

179

スポーツ実習Ⅱ（20）

197

スポーツ実習Ⅰ（ 7 組）男子 

180

スポーツ実習Ⅱ（21）

198

スポーツ実習Ⅰ（ 8 組）男子 

181

スポーツ実習Ⅱ（22）

198

スポーツ実習Ⅰ（ 9 組）男子 

181

スポーツ実習Ⅱ（23）

199

スポーツ実習Ⅰ（10組）男子 

182

スポーツ実習Ⅱ（24）

199

スポーツ実習Ⅰ（11組）男子 

182

スポーツ実習Ⅱ（25）

200

スポーツ実習Ⅰ（12組）男子 

183

スポーツ実習Ⅱ（26）

200

スポーツ実習Ⅰ政・女子（ 1 ）

187

スポーツ実習Ⅲ 

201

スポーツ実習Ⅰ政・女子（ 2 ）

187

スポーツ実習Ⅰ生・女子（ 1 ）

186

スポーツ実習Ⅰ生・女子（ 2 ）

186

生化学Ⅰ 

266

スポーツ実習Ⅰ農・女子（ 1 ）

183

生化学Ⅰ（生体成分・酵素）

302

スポーツ実習Ⅰ農・女子（ 2 ）

184

生化学Ⅱ 

267

スポーツ実習Ⅰ化・女子（ 1 ）

184

生化学Ⅱ（動物代謝）

303

スポーツ実習Ⅰ化・女子（ 2 ）

185

生化学Ⅲ（植物代謝）

304

スポーツ実習Ⅰ化・女子（ 3 ）

185

政策科学入門 

328

スポーツ実習Ⅰ化男子（ 1 ）

179

生産環境学入門 

220

スポーツ実習Ⅰ化男子（ 2 ）

180

生産気象学 

253

スポーツ実習Ⅱ（ 1 ）

188

生産システム学 

244
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（せ）

生産システム学概論 

233

測量実習Ⅰ 

227

政治学Ⅰ 

357

測量実習Ⅱ 

256

政治学Ⅱ 

358

政治経済学 

328

生殖生物学 

306

タンパク質科学Ⅰ 

316

生体機構学Ⅰ 

307

タンパク質科学Ⅱ 

316

生体機構学Ⅱ 

307

生体機能物質学 

311

生体制御学 

308

地域ガバナンス論 

生体防御学 

308

地域文化研究（ 1 ）・（ 2 ）

生物学基礎 

30

生物機能化学 

280

生物生産学初歩概説 

34

（た）

（ち）
341
19

地学概論 

214

地学実験（ 1 ）
（ 2 ）

214

地誌学概論 

360

生物多様性進化学 

226

中国語Ⅰa政 

168

生物多様性デザイン学 

257

中国語Ⅰa生 

167

生物統計学 

319

中国語Ⅰa農 

166

生物物理学 

215

中国語Ⅰa化 

167

生物物理学 

281

中国語Ⅰb政 

170

生物有機化学
（生命）

301

中国語Ⅰb生 

169

生命科学実験Ⅰ 

321

中国語Ⅰb農 

168

生命科学実験Ⅱ 

322

中国語Ⅰb化 

169

生命科学実験Ⅲ 

322

中国語Ⅰについて 

166

生命科学実験Ⅳ 

323

中国語Ⅱa政 

172

35

中国語Ⅱa生 

172

生命科学入門 

298

中国語Ⅱa農 

171

生命システム工学 

286

中国語Ⅱa化 

171

生命倫理学 

36

中国語Ⅱb政 

174

西洋史概論 

359

中国語Ⅱb生 

174

西洋の歴史 

21

中国語Ⅱb農 

173

生化学・物理化学実験 

292

中国語Ⅱb化 

173

先進国の食と環境 

349

中国語Ⅱについて 

170

専門実習Ⅰ 

239

中国語Ⅲ（ １ ）

175

専門実習Ⅱ 

239

中国語Ⅲ（ ２ ）

175

地理学概論 

360

生命科学初歩概説 

（そ）
測量学Ⅰ 

227

測量学Ⅱ 

256

（て）
哲学概論 
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361

天然物有機化学 

279

（と）

動物資源機能利用学 

245

動物資源繁殖学 

244

動物生産学 

230

ドイツ語Ⅰa政 

134

動物生産制御学 

251

ドイツ語Ⅰa生 

133

動物生命科学 

299

ドイツ語Ⅰa農 

132

動物生理学Ⅰ 

305

ドイツ語Ⅰa化 

133

動物生理学Ⅱ 

306

ドイツ語Ⅰb政 

136

動物生理学入門 

225

ドイツ語Ⅰb生 

135

東洋史概論 

359

ドイツ語Ⅰb農 

134

都市公園論 

260

ドイツ語Ⅰb化 

135

土質力学 

232

ドイツ語Ⅰについて 

132

土壌化学 

271

ドイツ語Ⅱa政 

138

土壌学 

225

ドイツ語Ⅱa生 

138

土壌環境保全学 

290

ドイツ語Ⅱa農 

137

土壌圏科学 

283

ドイツ語Ⅱa化 

137

途上国と一次産品論 

349

ドイツ語Ⅱb政 

140

途上国の食と環境 

350

ドイツ語Ⅱb生 

140

土壌物理学 

254

ドイツ語Ⅱb農 

139

ドイツ語Ⅱb化 

139

ドイツ語Ⅱについて 

136

ドイツ語Ⅲ
（ 1 ）

141

ドイツ語Ⅲ
（ 2 ）

142

ドイツ語Ⅲ
（ 3 ）

142

日本国憲法 

28

ドイツ語Ⅲ
（ 4 ）

143

（ 1 ）・（ 2 ）・（ 3 ）
日本語表現Ａ

17

ドイツ語Ⅲ
（ 5 ）

143

（ 4 ）・（ 5 ）・（ 6 ）
日本語表現Ａ

17

ドイツ語Ⅲ
（ 6 ）

144

（ 1 ）・（ 2 ）・（ 3 ）
日本語表現Ｂ

18

ドイツ語Ⅲについて 

141

（ 4 ）・（ 5 ）・（ 6 ）
日本語表現Ｂ

18

統計学入門 

329

日本史概論 

糖鎖生物学 

315

日本の歴史Ａ 

20

動物栄養学Ⅰ 

309

日本の歴史Ｂ 

20

動物栄養学Ⅱ 

309

日本文学（ 1 ）・（ 2 ）

15

動物環境学 

250

動物感染症学 

251

動物行動学 

234

動物再生システム学 

321

動物資源化学 

287

― 393 ―

（な）
内発的発展論 

353

（に）

358

（ね）
熱帯農学 

245

（の）

微生物学Ⅰ（農化）

267

微生物学Ⅱ（生命）

317

農学基礎実験
（ 2 ）

228

微生物学Ⅱ（農化）

268

農学実験Ⅰ 

236

微生物学実験 

294

農学実験Ⅱ 

236

微生物工学 

317

農学実験Ⅲ 

237

微生物生態学 

285

農学実験Ⅳ 

237

微生物生理学 

291

農学実験Ⅴ 

238

肥料学 

246

農学実験Ⅵ 

238

農学入門 

332

農業・資源問題の経済学 

351

ファームステイ実習 

農業・環境法 

350

フィールド先端農学（ 1 ）・（ 2 ）

農業経営の発展と地域農業 

345

フィールドワーク実習 

362

フードシステム論 

336

農業経済初歩概説 

35

（ふ）
334
45

農業史 

346

物理化学 

272

農業水利学 

255

物理学概論 

212

農業政策論 

337

物理学基礎 

30

農業マネジメント論 

337

物理学実験（ 1 ）

213

農芸化学 

265

物理学実験（ 2 ）

213

農芸化学初歩概説 

34

物理学（電磁気学・光学）

274

農場実習
（食料環境政策学科）

44

物理学（力学・熱力学）

274

農場実習
（ 1 ）

40

フランス語Ⅰa政 

146

農村計画学 

252

フランス語Ⅰa生 

146

農地工学 

231

フランス語Ⅰa農 

145

農薬化学 

289

フランス語Ⅰa化 

145

フランス語Ⅰb政 

148

フランス語Ⅰb生 

148

（は）
バイオインフォマティクス 

319

フランス語Ⅰb農 

147

バイオインフォマティクス入門 

304

フランス語Ⅰb化 

147

バイオテクノロジー実験 

294

フランス語Ⅰについて 

144

発酵食品学 

279

フランス語Ⅱa政 

151

発生工学 

310

フランス語Ⅱa生 

150

フランス語Ⅱa農 

149

フランス語Ⅱa化 

150

（ひ）
微生物遺伝学 

284

フランス語Ⅱb政 

153

微生物化学 

284

フランス語Ⅱb生 

152

微生物学Ⅰ
（生命）

303

フランス語Ⅱb農 

151
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フランス語Ⅱb化 

152

フランス語Ⅱについて 

149

フランス語Ⅲ
（ 1 ）

154

有害動物学 

250

フランス語Ⅲ
（ 2 ）

154

有機化学Ⅰ 

266

フランス語Ⅲ
（ 3 ）

155

有機化学Ⅱ 

269

フランス語Ⅲ
（ 4 ）

155

有機化学・有機分析実験 

293

フランス語Ⅲ
（ 5 ）

156

有機分析化学 

272

フランス語Ⅲ
（ 6 ）

156

フランス語Ⅲについて 

153

プロジェクト計画法 

257

リサーチゼミ・卒論ゼミ 

362

プロジェクトゼミ 

334

緑空間設計学 

261

19

緑地学入門 

220

文献調査及び特別研究（卒論）

295

緑地環境学 

259

文献調査・特別研究（卒論）

262

緑地管理学 

260

文献調査・特別研究（卒論）

323

緑地計画学 

261

分子遺伝学 

314

緑地工学 

258

分子生物学
（農）

224

倫理学概論 

361

分子生物学
（生命）

302

分子生物学入門 

300

分子生物学
（農化）

271

分子発生学 

310

分析化学 

265

文芸思潮
（1）
・
（ 2 ）

（ほ）
法学
（1）
・
（ 2 ）

27

法律学概論 

356

（ま）
マクロ経済学 

327

（み）
民俗学 

27

民法Ⅰ 

356

民法Ⅱ 

357

（や）
野菜園芸学 

241
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（ゆ）

（り）

（ろ）
論理的思考の技法 

13

2022年度以降入学者対象科目

（英語）

英語Ⅰa農（ 1 ）

48

英語Ⅰa農（ 2 ）

49

Global Competence A（ 1 ）・（ 2 ）

22

英語Ⅰa農（ 3 ）

49

Global Competence B（ 1 ）・（ 2 ）

22

英語Ⅰa農（ 4 ）

50

Global Competence C（ 1 ）・（ 2 ）

23

英語Ⅰa農（ 5 ）

50

英語Ⅰa化（ 1 ）

51

英語Ⅰa化（ 2 ）

51

（あ）
アグリサイエンス論（ 1 ）・（ 2 ）

44

英語Ⅰa化（ 3 ）

52

アジアの歴史 

21

英語Ⅰa化（ 4 ）

52

219

英語Ⅰa化（ 5 ）

53

英語Ⅰb政（ 1 ）

66

英語Ⅰb政（ 2 ）

66

アニマルサイエンス入門 

（い）
遺伝学 

300

英語Ⅰb政（ 3 ）

67

遺伝子工学
（生命）

318

英語Ⅰb政（ 4 ）

67

インターンシップ（農化）

275

英語Ⅰb政（ 5 ）

68

インターンシップ 

355

英語Ⅰb生（ 1 ）

63

インターンシップ（生命）

305

英語Ⅰb生（ 2 ）

64

英語Ⅰb生（ 3 ）

64

英語Ⅰb生（ 4 ）

65

（う）
ウイルス学概論 

318

英語Ⅰb生（ 5 ）

65

運動学
（ 1 ）

201

英語Ⅰb農（ 1 ）

58

運動学
（ 2 ）

202

英語Ⅰb農（ 2 ）

59

英語Ⅰb農（ 3 ）

59

英語Ⅰb農（ 4 ）

60

（え）
英語Ⅰ・英語Ⅱについて 

48

英語Ⅰb農（ 5 ）

60

英語Ⅰa政
（ 1 ）

56

英語Ⅰb化（ 1 ）

61

英語Ⅰa政
（ 2 ）

56

英語Ⅰb化（ 2 ）

61

英語Ⅰa政
（ 3 ）

57

英語Ⅰb化（ 3 ）

62

英語Ⅰa政
（ 4 ）

57

英語Ⅰb化（ 4 ）

62

英語Ⅰa政
（ 5 ）

58

英語Ⅰb化（ 5 ）

63

英語Ⅰa生
（ 1 ）

53

英語Ⅱａ政（ 1 ）

76

英語Ⅰa生
（ 2 ）

54

英語Ⅱａ政（ 2 ）

76

英語Ⅰa生
（ 3 ）

54

英語Ⅱａ政（ 3 ）

77

英語Ⅰa生
（ 4 ）

55

英語Ⅱａ政（ 4 ）

77

英語Ⅰa生
（ 5 ）

55

英語Ⅱａ政（ 5 ）

78
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英語Ⅱａ生
（ 1 ）

73

英語Ⅲ（ 1 ）

89

英語Ⅱａ生
（ 2 ）

74

英語Ⅲ（ 2 ）

89

英語Ⅱａ生
（ 3 ）

74

英語Ⅲ（ 3 ）

90

英語Ⅱａ生
（ 4 ）

75

英語Ⅲ（ 4 ）

90

英語Ⅱａ生
（ 5 ）

75

英語Ⅲ（ 5 ）

91

英語Ⅱａ農
（ 1 ）

68

英語Ⅲ（ 6 ）

91

英語Ⅱａ農
（ 2 ）

69

英語Ⅲ（ 7 ）

92

英語Ⅱａ農
（ 3 ）

69

英語Ⅲ（ 8 ）

92

英語Ⅱａ農
（ 4 ）

70

英語Ⅲ（ 9 ）

93

英語Ⅱａ農
（ 5 ）

70

英語Ⅲ（10）

93

英語Ⅱａ化
（ 1 ）

71

英語Ⅲ（11）

94

英語Ⅱａ化
（ 2 ）

71

英語Ⅲ（12）

94

英語Ⅱａ化
（ 3 ）

72

英語Ⅲ（13）

95

英語Ⅱａ化
（ 4 ）

72

英語Ⅲ（14）

95

英語Ⅱａ化
（ 5 ）

73

英語Ⅲ（15）

96

英語Ⅱｂ政
（ 1 ）

86

英語Ⅲ（16）

96

英語Ⅱｂ政
（ 2 ）

86

英語Ⅲ（17）

97

英語Ⅱｂ政
（ 3 ）

87

英語Ⅲ（18）

97

英語Ⅱｂ政
（ 4 ）

87

英語Ⅲ（19）

98

英語Ⅱｂ政
（ 5 ）

88

英語Ⅲ（20）

98

英語Ⅱｂ生
（ 1 ）

83

英語Ⅲ（21）

99

英語Ⅱｂ生
（ 2 ）

84

英語Ⅲ（22）

99

英語Ⅱｂ生
（ 3 ）

84

英語Ⅲ（23）

100

英語Ⅱｂ生
（ 4 ）

85

英語Ⅲ（24）

100

英語Ⅱｂ生
（ 5 ）

85

英語Ⅲ（25）

101

英語Ⅱｂ農
（ 1 ）

78

英語Ⅲ（26）

101

英語Ⅱｂ農
（ 2 ）

79

英語Ⅲ（27）

102

英語Ⅱｂ農
（ 3 ）

79

英語Ⅲ（28）

102

英語Ⅱｂ農
（ 4 ）

80

英語Ⅲ（29）

103

英語Ⅱｂ農
（ 5 ）

80

英語Ⅲ（30）

103

英語Ⅱｂ化
（ 1 ）

81

英語Ⅲ（31）

104

英語Ⅱｂ化
（ 2 ）

81

英語Ⅲ（32）

104

英語Ⅱｂ化
（ 3 ）

82

英語Ⅲ（33）

105

英語Ⅱｂ化
（ 4 ）

82

英語Ⅲ（34）

105

英語Ⅱｂ化
（ 5 ）

83

英語Ⅲ（35）

106

英語Ⅲ・科学英語・英語コミュニケーション

英語Ⅲ（36）

106

について 

英語Ⅲ（37）

107

88
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英語Ⅲ
（38）

107

英語Ⅲ
（39）

108

英語Ⅲ
（40）

108

海外農業体験 

335

英語Ⅲ
（41）

109

会計学入門 

330

英語Ⅲ
（42）

109

外国文学（ 1 ）・（ 2 ）

英語コミュニケーション（ 1 ）

124

外国文化ゼミナール（英語）
（ 1 ）

207

英語コミュニケーション（ 2 ）

124

外国文化ゼミナール（英語）
（ 2 ）

207

英語コミュニケーション（ 3 ）

125

外国文化ゼミナール（英語）
（ 3 ）

208

英語コミュニケーション（ 4 ）

125

外国文化ゼミナール（英語）
（ 4 ）

208

英語コミュニケーション（ 5 ）

126

外国文化ゼミナール（ドイツ語）

209

英語コミュニケーション（ 6 ）

126

外国文化ゼミナール（フランス語）

209

英語コミュニケーション（ 7 ）

127

害虫管理学 

248

英語コミュニケーション（ 8 ）

127

科学英語（ 1 ）

110

英語コミュニケーション（ 9 ）

128

科学英語（ 2 ）

110

英語コミュニケーション（10）

128

科学英語（ 3 ）

111

英語コミュニケーション（11）

129

科学英語（ 4 ）

111

英語コミュニケーション（12）

129

科学英語（ 5 ）

112

英語農学Ⅰ
（政策）

39

科学英語（ 6 ）

112

英語農学Ⅰ
（生命）

38

科学英語（ 7 ）

113

英語農学Ⅰ
（農）

36

科学英語（ 8 ）

113

英語農学Ⅰ
（農化）

37

科学英語（ 9 ）

114

英語農学Ⅱ
（政策）

40

科学英語（10）

114

英語農学Ⅱ
（生命）

39

科学英語（11）

115

英語農学Ⅱ
（農）

37

科学英語（12）

115

英語農学Ⅱ
（農化）

38

科学英語（13）

116

英語農学入門 

333

科学英語（14）

116

栄養科学 

269

科学英語（15）

117

栄養生化学 

277

科学英語（16）

117

園芸学概論 

229

科学英語（17）

118

園芸植物繁殖学 

242

科学英語（18）

118

科学英語（19）

119

科学英語（20）

119

（お）

（か）

15

応用昆虫学 

248

科学英語（21）

120

応用水理学 

253

科学英語（22）

120

応用生化学 

281

科学英語（23）

121

応用生物統計学 

221

科学英語（24）

121

応用力学 

232

科学英語（25）

122
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協同組合論 

科学英語
（26）

122

354

科学英語
（27）

123

科学英語
（28）

123

化学概論 

218

経営学入門 

330

化学基礎 

31

景観園芸学 

258

（け）

化学実験
（農芸化学科）

276

経済学 

化学実験
（農）

218

経済学入門 

327

ゲノム機能工学 

320

科学の哲学 

12

26

化学要論 

298

ケミカルバイオロジー 

280

花卉園芸学 

241

健康科学（ 1 ）

202

果樹園芸学 

242

健康科学（ 2 ）

203

環境応答植物学 

314

現代社会と食 

342

環境応答生物学 

313

現代倫理学の諸問題 

環境科学 

270

環境化学 

290

環境化学実験 

292

工芸作物学 

240

環境学入門 

332

構造力学 

254

環境気象学 

231

高分子化学 

289

環境経済論 

339

国際協力論 

348

環境行動経済学 

351

国際農業経済論 

338

環境資源会計論 

340

ことばと文化Ａ 

16

環境社会学 

340

ことばと文化Ｂ 

16

環境バイオテクノロジー 

283

環境微生物学 

291

環境分析化学 

282

栽培学入門 

219

環境分析実験 

293

細胞情報制御学 

320

環境問題と地域社会 

353

細胞生物学（農芸化学科）

273

細胞生物学（生命）

301

材料施工学 

255

（き）

13

（こ）

（さ）

技術者倫理 

228

作物学概論 

229

基礎植物育種学 

226

雑草学 

249

基礎図法 

223

基礎生物統計学（農芸化学科）

275

基礎生物統計学（農）

221

資源経済論 

339

基礎ゼミ 

333

資源植物学 

234

基礎分子生物学 

268

持続可能性の会計学 

352

共生社会論 

341

持続可能性の経済学 

352
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（し）

実験動物学 

215

植物生理学 

222

実験動物学 

252

植物線虫学 

249

植物病害制御学 

247

社会学 

26

社会学入門 

329

植物病理学 

246

社会経済史入門 

331

植物分子生理学 

312

社会調査法入門 

331

植物保護学概論 

230

12

植物保全生態学 

235

宗教の哲学 
職業指導 

216

食文化と農業ビジネス 

344

食生活の科学 

342

食用作物学 

240

食と農の貿易ルール 

348

食料環境政策学を学ぶ 

326

食農メディア論Ａ 

344

「食料環境政策」総合講座 

355

食農メディア論Ｂ 

345

食料環境政策入門 

326

食ビジネス論 

338

食料農業社会学 

336

食品安全学 

288

食料貿易論 

335

食品衛生学 

277

身体運動学ゼミナール（ 1 ）

210

食品化学 

270

身体運動学ゼミナール（ 2 ）

210

食品化学・食品分析実験 

295

人文科学ゼミナール（哲学）

206

食品機能化学 

278

人文科学ゼミナール（文章表現）

206

食品健康科学 

286

（ 1 ）・（ 2 ）
心理学Ａ

14

食品工学 

278

心理学B（ 1 ）・（ 2 ）

14

食品生化学 

276

森林・水産政策論 

食品物性学 

285

食品ブランド化戦略論 

343

食品マーケティング論 

343

水理学 

233

食品免疫学 

288

数学概論（ 1 ）
（ 2 ）

212

食品冷凍冷蔵学 

287

数学基礎 

植物育種学 

243

スペイン語Ⅰａ政 

158

植物遺伝資源学 

223

スペイン語Ⅰａ生 

158

植物ウイルス学 

247

スペイン語Ⅰａ農 

157

植物栄養学 

273

スペイン語Ⅰａ化 

157

植物環境制御学 

282

スペイン語Ⅰｂ政 

160

植物環境生理学 

312

スペイン語Ⅰｂ生 

160

植物機能制御学 

315

スペイン語Ⅰｂ農 

159

植物工学 

313

スペイン語Ⅰｂ化 

159

植物細胞生物学 

311

スペイン語Ⅱａ政 

162

植物成長制御学 

243

スペイン語Ⅱａ生 

162

植物生命科学 

299

スペイン語Ⅱａ農 

161

354

（す）
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31

スペイン語Ⅱａ化 

161

スポーツ実習Ⅱ（11）

193

スペイン語Ⅱｂ政 

164

スポーツ実習Ⅱ（12）

193

スペイン語Ⅱｂ生 

164

スポーツ実習Ⅱ（13）

194

スペイン語Ⅱｂ農 

163

スポーツ実習Ⅱ（14）

194

スペイン語Ⅱｂ化 

163

スポーツ実習Ⅱ（15）

195

スペイン語Ⅲ
（ 1 ）

165

スポーツ実習Ⅱ（16）

195

スペイン語Ⅲ
（ 2 ）

165

スポーツ実習Ⅱ（17）

196

スポーツ実習Ⅰ（ 1 組）男子 

178

スポーツ実習Ⅱ（18）

196

スポーツ実習Ⅰ（ 2 組）男子 

178

スポーツ実習Ⅱ（19）

197

スポーツ実習Ⅰ（ 3 組）男子 

179

スポーツ実習Ⅱ（20）

197

スポーツ実習Ⅰ（ 7 組）男子 

180

スポーツ実習Ⅱ（21）

198

スポーツ実習Ⅰ（ 8 組）男子 

181

スポーツ実習Ⅱ（22）

198

スポーツ実習Ⅰ（ 9 組）男子 

181

スポーツ実習Ⅱ（23）

199

スポーツ実習Ⅰ（10組）男子 

182

スポーツ実習Ⅱ（24）

199

スポーツ実習Ⅰ（11組）男子 

182

スポーツ実習Ⅱ（25）

200

スポーツ実習Ⅰ（12組）男子 

183

スポーツ実習Ⅱ（26）

200

スポーツ実習Ⅰ政・女子（ 1 ）

187

スポーツ実習Ⅲ 

201

スポーツ実習Ⅰ政・女子（ 2 ）

187

スポーツ実習Ⅰ生・女子（ 1 ）

186

スポーツ実習Ⅰ生・女子（ 2 ）

186

生化学Ⅰ 

266

スポーツ実習Ⅰ農・女子（ 1 ）

183

生化学Ⅰ（生体成分・酵素）

302

スポーツ実習Ⅰ農・女子（ 2 ）

184

生化学Ⅱ 

267

スポーツ実習Ⅰ化・女子（ 1 ）

184

生化学Ⅱ（動物代謝）

303

スポーツ実習Ⅰ化・女子（ 2 ）

185

生化学Ⅲ（植物代謝）

304

スポーツ実習Ⅰ化・女子（ 3 ）

185

政策科学入門 

328

スポーツ実習Ⅰ化男子（ 1 ）

179

生産環境学入門 

220

スポーツ実習Ⅰ化男子（ 2 ）

180

生産気象学 

253

スポーツ実習Ⅱ（ 1 ）

188

生産システム学 

244

スポーツ実習Ⅱ（ 2 ）

188

生産システム学概論 

233

スポーツ実習Ⅱ（ 3 ）

189

政治学Ⅰ 

357

スポーツ実習Ⅱ（ 4 ）

189

政治学Ⅱ 

358

スポーツ実習Ⅱ（ 5 ）

190

政治経済学 

328

スポーツ実習Ⅱ（ 6 ）

190

生殖生物学 

306

スポーツ実習Ⅱ（ 7 ）

191

生体機構学Ⅰ 

307

スポーツ実習Ⅱ（ 8 ）

191

生体機構学Ⅱ 

307

スポーツ実習Ⅱ（ 9 ）

192

生体機能物質学 

311

スポーツ実習Ⅱ（10）

192

生体制御学 

308
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（せ）

生体防御学 

308

生物学 

264

生物学基礎 

30

生物機能化学 

280

生物生産学初歩概説 

34

（ち）
地域ガバナンス論 
地域文化研究（ 1 ）・（ 2 ）

341
19

地学概論 

214

生物多様性再生学 

257

地学実験（ 1 ）
（ 2 ）

214

生物多様性進化学 

226

地誌学概論 

360

生物統計学 

319

中国語Ⅰa政 

168

生物物理学 

215

中国語Ⅰa生 

167

生物物理学 

281

中国語Ⅰa農 

166

生物有機化学 

269

中国語Ⅰa化 

167

生物有機化学
（生命）

301

中国語Ⅰb政 

170

生命科学実験Ⅰ 

321

中国語Ⅰb生 

169

生命科学実験Ⅱ 

322

中国語Ⅰb農 

168

生命科学実験Ⅲ 

322

中国語Ⅰb化 

169

生命科学実験Ⅳ 

323

中国語Ⅰについて 

166

35

中国語Ⅱa政 

172

生命科学入門 

298

中国語Ⅱa生 

172

生命システム工学 

286

中国語Ⅱa農 

171

生命倫理学 

36

中国語Ⅱa化 

171

西洋史概論 

359

中国語Ⅱb政 

174

西洋の歴史 

21

中国語Ⅱb生 

174

生化学・物理化学実験 

292

中国語Ⅱb農 

173

先進国の食と環境 

349

中国語Ⅱb化 

173

専門実習Ⅰ 

239

中国語Ⅱについて 

170

専門実習Ⅱ 

239

中国語Ⅲ（ １ ）

175

中国語Ⅲ（ ２ ）

175

地理学概論 

360

生命科学初歩概説 

（そ）
測量学Ⅰ 

227

測量学Ⅱ 

256

測量実習Ⅰ 

227

哲学概論 

361

測量実習Ⅱ 

256

天然物有機化学 

279

（て）

（た）

（と）

タンパク質科学Ⅰ 

316

ドイツ語Ⅰa政 

134

タンパク質科学Ⅱ 

316

ドイツ語Ⅰa生 

133

ドイツ語Ⅰa農 

132
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ドイツ語Ⅰa化 

133

動物生理学Ⅰ 

305

ドイツ語Ⅰb政 

136

動物生理学Ⅱ 

306

ドイツ語Ⅰb生 

135

東洋史概論 

359

ドイツ語Ⅰb農 

134

都市公園論 

260

ドイツ語Ⅰb化 

135

土質力学 

232

ドイツ語Ⅰについて 

132

土壌化学 

271

ドイツ語Ⅱa政 

138

土壌学 

225

ドイツ語Ⅱa生 

138

土壌環境保全学 

290

ドイツ語Ⅱa農 

137

土壌圏科学 

283

ドイツ語Ⅱa化 

137

途上国と一次産品論 

349

ドイツ語Ⅱb政 

140

途上国の食と環境 

350

ドイツ語Ⅱb生 

140

土壌物理学 

254

ドイツ語Ⅱb農 

139

ドイツ語Ⅱb化 

139

ドイツ語Ⅱについて 

136

ドイツ語Ⅲ
（ 1 ）

141

ドイツ語Ⅲ
（ 2 ）

142

ドイツ語Ⅲ
（ 3 ）

142

日本国憲法 

28

ドイツ語Ⅲ
（ 4 ）

143

（ 1 ）・（ 2 ）・（ 3 ）
日本語表現Ａ

17

ドイツ語Ⅲ
（ 5 ）

143

（ 4 ）・（ 5 ）・（ 6 ）
日本語表現Ａ

17

ドイツ語Ⅲ
（ 6 ）

144

（ 1 ）・（ 2 ）・（ 3 ）
日本語表現Ｂ

18

ドイツ語Ⅲについて 

141

（ 4 ）・（ 5 ）・（ 6 ）
日本語表現Ｂ

18

統計学入門 

329

日本史概論 

糖鎖生物学 

315

日本の歴史Ａ 

20

動物栄養学Ⅰ 

309

日本の歴史Ｂ 

20

動物栄養学Ⅱ 

309

日本文学（ 1 ）・（ 2 ）

15

動物環境学 

250

動物感染症学 

251

動物行動学 

234

動物再生システム学 

321

動物資源化学 

287

動物資源機能利用学 

245

農学基礎実験（ 1 ）
（ 2 ）

228

動物資源繁殖学 

244

農学実験Ⅰ 

236

動物生産・福祉学 

230

農学実験Ⅱ 

236

動物生産制御学 

251

農学実験Ⅲ 

237

動物生命科学 

299

農学実験Ⅳ 

237

動物生理・栄養学 

225

農学実験Ⅴ 

238

― 403 ―

（な）
内発的発展論 

353

（に）

358

（ね）
熱帯農学 

245

（の）

農学実験Ⅵ 

238

微生物学Ⅰ（農化）

267

農学入門 

332

微生物学Ⅱ（生命）

317

農業・資源問題の経済学 

351

微生物学Ⅱ（農化）

268

農業・環境法 

350

微生物学実験 

294

農業経営の発展と地域農業 

345

微生物工学 

317

35

微生物生態学 

285

農業史 

346

微生物生理学 

291

農業水利学 

255

必修化学 

265

農業政策論 

337

肥料学 

246

農業マネジメント論 

337

農芸化学 

265

農業経済初歩概説 

（ふ）

農芸化学初歩概説 

34

ファームステイ実習 

農場実習
（食料環境政策学科）

44

フィールド先端農学（ 1 ）・（ 2 ）

農場実習
（生・ 1 班）

43

フィールドワーク実習 

362

農場実習
（生・ 2 班）

43

フードシステム論 

336

農場実習
（農・ 1 班）

40

物理化学 

272

農場実習
（農・ 2 班）

41

物理学概論 

212

農場実習
（化・ 4 組）

41

物理学基礎 

30

農場実習
（化・ 5 組）

42

物理学実験（ 1 ）

213

農場実習
（化・ 6 組）

42

物理学実験（ 2 ）

213

334
45

農村計画学 

252

物理学（電磁気学・光学）

274

農地工学 

231

物理学（力学・熱力学）

274

農薬化学 

289

フランス語Ⅰa政 

146

フランス語Ⅰa生 

146

フランス語Ⅰa農 

145

（は）
バイオインフォマティクス 

319

フランス語Ⅰa化 

145

バイオインフォマティクス入門 

304

フランス語Ⅰb政 

148

バイオテクノロジー 

224

フランス語Ⅰb生 

148

バイオテクノロジー実験 

294

フランス語Ⅰb農 

147

発酵食品学 

279

フランス語Ⅰb化 

147

発生工学 

310

フランス語Ⅰについて 

144

フランス語Ⅱa政 

151

フランス語Ⅱa生 

150

（ひ）
比較農業論 

347

フランス語Ⅱa農 

149

微生物遺伝学 

284

フランス語Ⅱa化 

150

微生物化学 

284

フランス語Ⅱb政 

153

微生物学Ⅰ
（生命）

303

フランス語Ⅱb生 

152

― 404 ―

フランス語Ⅱb農 

151

フランス語Ⅱb化 

152

フランス語Ⅱについて 

149

野菜園芸学 

241

フランス語Ⅲ
（ 1 ）

154

野生動物学 

250

フランス語Ⅲ
（ 2 ）

154

フランス語Ⅲ
（ 3 ）

155

フランス語Ⅲ
（ 4 ）

155

有機化学 

266

フランス語Ⅲ
（ 5 ）

156

有機化学・有機分析実験 

293

フランス語Ⅲ
（ 6 ）

156

有機分析化学 

272

フランス語Ⅲについて 

153

プロジェクト計画法 

257

プロジェクトゼミ 

334

（や）

（ゆ）

（ら）
ランドスケープエコロジー 

259

19

ランドスケープ活用学 

260

文献調査及び特別研究（卒論）

295

ランドスケープ計画学 

261

文献調査・特別研究（卒論）

262

ランドスケープ工学 

258

文献調査・特別研究（卒論）

323

ランドスケープ情報論 

259

分子遺伝学 

314

ランドスケープ設計学 

261

分子生物学
（農）

224

ランドスケープデザイン学 

235

分子生物学
（生命）

302

ランドスケープ入門 

220

分子生物学入門 

300

分子生物学
（農化）

271

分子発生学 

310

文芸思潮
（1）
・
（ 2 ）

（ほ）
法学
（1）
・
（ 2 ）

27

法律学概論 

356

（ま）
マクロ経済学 

327

マクロ生物学入門 

222

（み）
民俗学 

27

民法Ⅰ 

356

民法Ⅱ 

357

― 405 ―

（り）
リサーチゼミ・卒論ゼミ 

362

倫理学概論 

361

（ろ）
論理的思考の技法 
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