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科目ナンバリングについて
科目ナンバリング制度の目的
明治大学が開講する全ての授業科目を「学問分野」
・
「レベル」等で分類し、各々に
科目ナンバーを付番することで、授業科目個々の学問的位置づけを示すことにより学
生の計画的な学修への一助とすること、海外の大学との連携を容易とするためのツー
ルとすること等を目的としています。
明治大学科目ナンバリングコードの概要
本大学が開講する全ての授業科目に、以下の科目ナンバリングコード定義に基づき、
科目ナンバーを付番します。
＜科目ナンバーの構造＞

＜各ナンバリングコードの定義＞
① 主催区分コード
科目を開講する主催機関（学部・研究科・共通など）をアルファベット２文字で示
しています。
② 学問分野 大区分コード
学問分野を大きく区分したもので、それぞれの学問分野をアルファベット３文字で
示しています。
③ レベルコード
教授する授業レベルを数字１文字で示しています。
④ 学問分野小区分
本大学が大区分として分類した各学問分野をさらに細かく分類したものを小区分
として数字１文字で示しています。
⑤ 授業形態コード
授業の実施形態について数字１文字で示しています。
⑥ 使用言語コード
授業で使用される言語をアルファベット１文字で示しています。
※各分類コードの詳細は、明治大学ホームページから確認できます。
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講義内容（2022 年度開講科目）

※入学年度により、科目名が異なる場合があります。
情報コミュニケーション学部シラバス（履修の手引き）25 ページを参照してください。
※「問題分析ゼミナールⅠ・Ⅱ」および「問題解決ゼミナールⅠ・Ⅱ」については、
2022 年度ゼミナール案内を参照してください。
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ゼミナール科目群
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基礎ゼミナール
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基礎ゼミナール

岩渕

輝

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
＜いのち＞とは何なのか，＜いのち＞は何故大切にしなければならないのか等，＜いのち＞に関する問題は，すべての人が
考えるべき問題ですが，小学校から大学に至るまで，学校という場でこうした問題について議論する機会は，残念ながらあま
り多くはありません。
高校の教科書でいえば『倫理』には，＜いのち＞や生き方を考えるための導きとなる哲学や思想が多数紹介されていますが，
高校時代には，それらを十分掘り下げる機会は少なかったはずです。また，カリキュラムの都合で，
『倫理』をまったく習わな
かった人も多いと思います。
本ゼミナールの目標は，高校『倫理』で扱われているような哲学・思想を基礎から学びなおすこと，および，＜いのち＞や生
き方についての各自の興味と考えを深めて行くこと，にあります。他のゼミ生と議論したり意見交換したりする中で，生と死
の不思議さに触れてください。

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

イントロダクション（春学期）
＜いのち＞に値段をつけてよいのか
議論（発表者 A）
＜いのち＞を犠牲にしてよいのか
議論（発表者 B）
自由について
議論（発表者 C）
善と悪について
議論（発表者 D）
能力主義と管理社会について
議論（発表者 E）
「善く生きる」ことについて
議論（発表者 F）
まとめ（春学期）
イントロダクション（秋学期）
科学について
議論（発表者 G）
人間の改造について
議論（発表者 H）
出生前診断について
議論（発表者 I）
ゲノム編集について
議論（発表者 J）
＜いのち＞の始まりについて
議論（発表者 K）
脳死臓器移植について
議論（発表者 L）
ａのみ：まとめ（秋学期）

３.履修上の注意
予備知識は必要ありませんが，哲学や思想に興味のある人に向いています。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
当番制で発表していただきますが，当番になった人は発表テーマについて十分な準備をして下さい。また，他の人の発表を
聞くときも，関連することを予習し，十分な議論ができる準備をして出席して下さい。

５.教科書
とくに定めません。

６.参考書
『ハーバード白熱教室講義録＋東大特別授業（上・下）
』マイケル・サンデル。ハヤカワ文庫，2012 年。
『これからの「正義」の話をしよう ―いまを生き延びるための哲学―』 M.サンデル 著，鬼澤忍 訳。ハヤカワ文庫，2011
年。

７.成績評価の方法
発表当番時の発表内容（50%），質疑応答（20%）
，平常点その他（30%）
。

８.その他
考えることが好きな人，
「本当のことが知りたい」という気持ちの強い人，本好きの人，普段話す機会があまりない話題につ
いて誰かと話してみたい人，答の無い問題に向かう意欲のある人を歓迎します。ゼミ生の中から，物事を深く考える人がたく
さん出てくれると嬉しいです。
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基礎ゼミナール

牛尾

奈緒美

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
本ゼミナールでは、人生の夢の実現と大学での学びについて、個々人の考え方を確立するための議論や発表の場を提供するこ
とを目標としている。卒業後社会に貢献する人間となるために、今何を為すべきか自分なりの答えを導いていく。
第一に、何がやりたい？何になりたい？何が好きか？自分の将来への希望、達成したい夢は何か、内なる声を聞き熟考する。
そのうえで、仕事や私生活を含む広い意味でのキャリア形成に対して大学での学びはどのような意味を持つのか、その価値を
究明していく。自分を知ること、内向きの問いから始めて、後々は社会の問いへ発展させていくことを目指しており、そのた
めの助走が、大学一年時であると考える。
多様性の尊重が求められるいま、まず知るべきは自分。自分だけが持つ個の価値に気づき、他者に対しても同様に個の価値を
有することを認識し尊重できる人間になる事が何より重要である。学習を通して、それぞれの個の価値を生かすことがより良
い組織や社会の創出の原動力となることへの気づきを促したい。
また、第一線で活躍するキーパーソンをお迎えし，自身のキャリアや日本社会の直面する問題について直接話しを伺う機会を
設けることも計画したい。
授業の到達目標は、自分自身の価値や人生目標、それに基づく学習計画について独自の考えを持ち、それを他者に論理的に
伝えられる能力を養うこととする。また、評定は、議論での発言、発表内容等の総合的評価に基づき総合的に判断する。

２.授業内容
前期
第一回 イントロダクション
第二回 自己紹介のプレゼンテーション①
第三回 自己紹介のプレゼンテーション②
第四回 自己紹介のプレゼンテーション③
第五回 自己紹介のプレゼンテーション④
第六回 自己紹介のプレゼンテーション⑤
第七回 キャリア論についての教科書の輪読とグループ発表①
第八回 キャリア論についての教科書の輪読とグループ発表②
第九回 キャリア論についての教科書の輪読とグループ発表③
第十回 キャリア論についての教科書の輪読とグループ発表④
第十一回 キャリア論についての教科書の輪読とグループ発表⑤
第十二回 キャリア論についての教科書の輪読とグループ発表⑥
第十三回 キャリア論についての教科書の輪読とグループ発表⑦
第十四回 キャリア論についての教科書の輪読とグループ発表⑧
教科書の輪読とグループ発表では、適宜、大学での自主学習の方法についての教科書等を参照しながら、情報の獲得・分析方法、発表方法、議
論への参加方法について伝授する。

後期
第十五回
第十六回
第十七回
第十八回
第十九回
第二十回

発表①
発表②
発表③
発表④
発表⑤
発表⑥

経営者の伝記、尊敬するスポーツ選手、偉人など、自分の気になった人のキャリアや業績について各人が発表を行う。なぜ自分はその人に憧
れるのか？理由を明らかにしながら論理的に伝える。
（夏休み中に各人がパワーポイントで発表資料を作成すること）

第二十一回
第二十二回
第二十三回
第二十四回
第二十五回

議論①
議論②
議論③
議論④
議論⑤

各人のキャリア形成の考え方をふまえ、それぞれの活躍が今後の日本社会の発展にどのような貢献をもたらしうるのか、いくつかの観点を挙
げて議論を行う。観点ごとにグループを結成し、各班が各従業回の議論のファシリテータ役を務めて議論を展開する。

第二十六回
第二十七回
第二十八回

最終発表①
最終発表②
最終発表③

マンドラチャートで、自分の達成したい夢について各人が発表する。

３.履修上の注意
毎回、積極的に発言すること。ゼミナールへの参加姿勢により評価を行う。やむを得ず欠席する場合は、理由を添えて事前に
届け出ること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習については、前週に指示するので各自準備をして授業に臨むこと。事前に授業に関わる資料を配布したり調べるべき課題
を指定したりするので、それを読み自分なりの理解と考えを整理すること。

５.教科書
適宜、提示する。

６.参考書
適宜、提示する。

７.成績評価の方法
出席状況と発表の成果や議論等への参加姿勢をあわせて評価する。

８.その他
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基礎ゼミナール

江下

雅之

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
このゼミナールは，メディア史の基礎的な知識およびメディア史を理解するための視点を修得することを目的とするメディ
ア史入門演習である。メディア環境の変容と人々のライフスタイルの変化を切り口にメディア史を論じた書籍あるいは論文を
用いた輪読形式の演習（春学期）及び，課題に取り組むワークショップ（秋学期）をおこなう。ただし，メディア史はきわめて
広汎な範囲におよぶため，基礎ゼミナールにおいては映画史と雑誌史を中心に扱う。
メディア史とは，社会生活史，産業経済史，技術史などの分野が絡み合う複合領域である。映画史であれば，フィルムという
記録媒体の改良，カメラという撮影機器の開発の歴史に加え，映画で描かれる物語の表現形式，モンタージュ技法に代表され
る撮影および映像編集の手法，映像化される題材の開拓，スタジオシステムや配給システムなどのビジネス・イノベーション
など，多くのエピソードで形成されている。その理解には，メディアの成立を多角的に把握する必要がある。
この演習の春学期は映画史を対象に，1）講義形式で基礎的な事柄を学ぶ，2）具体的な課題を通じて学生自身がさまざまな
事例を調べ，また，現在のメディア環境との関連性を考察する，の二つの活動を実践する。この演習を通じ，1）資料収集，2）
資料整理，3）レポートの作成など，リサーチの基礎的スキルの習得をワークショップ形式の作業を通じて目指す。
秋学期は雑誌史のなかでもファッション誌を題材に，団塊世代とポスト団塊世代のなかで特徴的に見られたユース・サブカ
ルチャーズとの関連性に注目する。これらの世代の具体的なライフスタイルと雑誌との関係を，実際の雑誌資料を分析するこ
とを通じて学ぶ。具体的には，1）表紙，2）広告，3）目次，4）特集記事など，雑誌の分析実務で調査対象となるポイントの分
析を，ワークショップ形式による作業で実践し，雑誌を用いたリサーチ実務の基本を習得することを到達目標とする。

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

春学期のガイダンス
レポートの作成方法（講義・演習）
文献検索演習（※図書館の都合で日程変更あり）
基礎知識のための講義（1）映画の文法
基礎知識のための講義（2）映画ビジネスのコングロマリット化
課題（1）テーマのねらいの解説と主な情報源
ワークショップ（1）グループごとの資料収集
ワークショップ（1）グループごとの資料整理
ワークショップ（1）グループごとのレポート作成
課題（2）テーマのねらいの解説と主な情報源
ワークショップ（2）グループごとの資料収集
ワークショップ（2）グループごとの資料整理
ワークショップ（2）グループごとのレポート作成
春学期の総括
秋学期のガイダンス
基礎知識のための講義（1）アイビーとニュートラ
ワークショップ（1）課題：ニュートラは何が「ニュー」なのか
ワークショップ（1）グループごとの資料整理
ワークショップ（1）グループごとのレポート作成
基礎知識のための講義（2）旅行需要の構造的な変化
ワークショップ（2）課題：アンノン族の旅
ワークショップ（2）グループごとの資料整理
ワークショップ（2）グループごとのレポート作成
基礎知識のための講義（3）トラッドとカジュアル
ワークショップ（3）課題：渋カジと遊び人文化
ワークショップ（3）グループごとの資料整理
ワークショップ（3）グループごとのレポート作成
秋学期の総括

３.履修上の注意
レポートの作成はグループ単位でおこなう。その際に google ドキュメントを使用する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
指定された範囲をあらかじめ一読しておくことが求められる。

５.教科書
とくに指定しない（輪読に予定する書籍は参考書を参照）

６.参考書
柳下毅一郎『興行師たちの映画史』
，R．スクラー『アメリカ映画の文化史』
，谷口他『音響メディア史』他

７.成績評価の方法
発表・質疑応答などゼミへの参加状況（出席は当然の前提とする）に基づいて評価する（100%）

８.その他
メディアやコミュニケーション行動の歴史，とりわけ現在社会に広く普及しているスマホアプリやゲーム等が，メディア史の
なかでどのような系譜に位置づけられるのか，といった事柄に関心のある学生を歓迎する。ただし，ゼミの内容自体は文献の
読解やノート作成など地道な作業ばかりなので，それが苦にならないことが求められる。
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基礎ゼミナール

小田

光康

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
このゼミのテーマは「実践的な取材やフィールドワークの入門－ジャーナリズムと戦略コミュニケーションの基礎」です。取
材やフィールドワークは大学の外に出て、報道現場の情報源や社会問題に向き合う人々と直接コミュニケーションを取ること
を意味します。これらは楽しくもあり、学びも大きいことがよくあります。ただし、学外の人々とコンタクトを取ることから
始めるので、簡単にできることでもありません。
このゼミはジャーナリズムや戦略コミュニケーションを実践的に学ぶ前提となる、取材やフィールドワークの基礎的な知識と
技術を身につけることを目的としています。このゼミ活動を通じて、学生諸君が時事問題に関心を持ち、それをゼミ生同士で
議論をし、その結果を他者に伝える能力を養っていきます。具体的には、ジャーナリズムの基礎的な知識、取材やフィールド
ワークの技法、報道記事の基本的な執筆方法を習得することを学習の到達目標にします。

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

夏学期イントロダクション
実践的な取材・フィールドワークの概要
民主主義・自由主義とジャーナリズム
ジャーナリズムの理念と倫理
記事執筆の基本
写真撮影の基本
戦略コミュニケーションとは
取材・フィールドワークのテーマ設定法
世論調査・アンケート調査の基礎
取材・フィールドワーク実習（1）テーマ設定
取材・フィールドワーク実習（2）テーマ設定
取材・フィールドワーク実習（3）取材依頼
取材・フィールドワーク実習（4）取材依頼
夏学期のまとめ
秋学期イントロダクション
取材・フィールドワーク実習（5）記事編集
取材・フィールドワーク実習（6）記事編集
取材・フィールドワーク実習（7）写真撮影・編集
取材・フィールドワーク実習（8）写真撮影・編集
取材・フィールドワーク実習（9）成果発表
成果発表予備
世論・アンケート調査実習（1）テーマ設定
世論・アンケート調査実習（2）調査票作成
世論・アンケート調査実習（3）調査実施
世論・アンケート調査実習（4）結果集計
世論・アンケート調査実習（5）記事編集
世論・アンケート調査実習（6）成果発表
秋学期のまとめ

３.履修上の注意
時事問題に関する新聞記事は毎日必ず目を通すこと。夏学期中に明治大学のセミナーハウスで取材・フィールドワークのワー
クシップ合宿を 1 泊 2 日あるいは 2 泊 3 日で実施します。この参加は必須です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
事前に毎回の授業内容に関する一般的な高校の日本史，世界史，政治経済の教科書に目を通しておくこと。また，新聞やニュ
ース番組を通じて時事問題についての知識を収集しておくこと。

５.教科書
特に指定しない。時事問題の新聞記事を学習教材とする。

６.参考書
一般的な高校の日本史，世界史，政治経済の各教科書。

７.成績評価の方法
授業への参加度と発表内容（50％）
，課題成果物（50％）で評価する。全授業の欠席４分の１以上を落第とする。

８.その他
記者を目指す人は一般教養と批判的思考力が欠かせません。そしてなにより行動力がもっとも重要です。
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基礎ゼミナール

川島

高峰

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
このゼミナールでは受験勉強では余り深く触れることができなかった様々な課題先進国／衰退途上国・日本の諸課題と、日本に大きな影響
を与え、日本の取り組みそれ自体が世界に影響を与えている様々な地球規模課題についての学習をします。
昭和の時代と異なり、冷戦崩壊後の 1990 年代から世界は激変期の連続となりました。この間、日本はガラパゴスとか、平成時代は「失われ
た 30 年」と称され、世界の変化激動から取り残されたかのような言われ方をしています。しかし、日本も激変をしたのです。最も変わらなか
ったのは受験勉強や人材育成の社会システムだけかもしれません。
激変の最も分かりやすい事例はメディア文化、メディアと社会の変化でしょう。君たちが小中学生の時にはなかったものやこと、スマート・
フォン、Youtube、LINE、マッチングアプリ、仮想通貨や様々なポイントなど、今やどれも当たり前のものになっています。この分野では数年
後にはどうなるのかということさえ予想が容易ではありません。
激変はこの領域の話だけではありませんね。気候変動や自然災害の激甚化、終身雇用社会の終焉と非正規雇用の拡大、少子高齢化に伴う人
口減少社会・地方消滅・人生 100 年時代・年金破綻、AI（人工知能）の発達によりなくなる職業・産業再編、中華人民共和国の経済・軍事大国
化、パンデミック、脱炭素社会、新しい資本主義、電気自動車の時代の到来などなど全分野的に激変期の連続です。
このような諸課題に日本は課題先進国と呼ばれたり、衰退途上国と呼ばれたりしていますが、実は日本人それ自体も変わってきています。
在日外国人と在外日本人が増大し、内外雑居の時代になりました。コロナ禍の 2020 年末でさえ在留外国人は 288.7 万、海外在留邦人は 135.7
万でした。双方を合わせると 424.4 万人となり、総人口の 3.38%は外国人か、海外にいる日本人ということになのです。30 人に一人は外国人
か、海外にいる日本人ということになるのです。今や国際スポーツ大会の日本代表選手や他の様々な分野で外国にルーツ持つ日本人が代表に
選ばれる時代となりました。
私たちは好むと好まざるとこうした激変に関わらざるを得ません。そして、この中で自らの人生、生き方、生計を立てていくのです。このゼ
ミナールでは皆さんが将来のライフスタイルや人生を考えるために必要なこの激変期の基本情報を学ぶことを到達目標としています。
担当教員はベトナム国家大学の客員教員も務めているので国際交流や地方交流を、できれば課外活動で実施します。感染禍で難しい場合は
オンラインによる交流とします。

２.授業内容
春学期
第１回 アイス・ブレーク、学生生活ガイド（バイト／サークル／キャリア形成と自分探しの方法）
、ゼミの主題総覧
第２回 課題先進国日本の取組１ 環境破壊問題 産廃業者・石坂産業の軌跡と奇跡
第３回 地球規模課題として１ 環境破壊問題の歴史 12 歳の少女（グレタジャないよ）から
第４回 地球規模課題として２ 都市環境問題 世界のメガトレンドが続けば 2050 年に地球はパンクする
第５回 課題先進国日本の取組２ ネオ東京／ローカルアベノミクスからデジタル田園都市国家構想へ
第６回 自治体連携事例とその参加準備
第７回 地球規模課題として 3 環境衛生問題 水とトイレと食品と
第８回 課題先進国日本の取組 3 日本は環境衛生の世界最先進国
第９回 国際交流学習の準備１
第１０回 国際交流学習の準備２
第１１回 地方交流学習の準備１
第１２回 地方交流学習の準備２
第１３回 地方交流学習の準備３
第１４回 夏季課外学習の準備
秋学期
第１５回 夏の報告
第１６回 シンギュラリティって何？ AI 時代の職業・産業
第１７回 気候変動と自然災害の激甚化 世界で起きていること１
第１８回 気候変動と自然災害の激甚化 世界で起きていること 2
第１９回 中華人民共和国の経済・軍事大国化 中国を舐めてはいけない
第２０回 中華人民共和国の経済・軍事大国化 中国を舐めてはいけない２
第２１回 ミニマリスト，シェアエコノミー、拡大するレンタル
第２２回 終身雇用社会の終焉と非正規雇用社会
第２３回 格差社会 学歴と所得，格差固定化と再封建化
第２４回 格差社会 学歴と所得，格差固定化と再封建化 アメリカで起きていること
第２５回 3 大弱者 貧困女子・子供の貧困・下流老人
第２６回 無縁死社会，ヤバくないか？ 英国の孤独相？
第２７回 故郷喪失から故郷を選ぶ時代へ
第２８回 まとめ

３.履修上の注意
必須ではありませんが、本ゼミの理解と学生間の親睦を深めるためにできるだけ講義科目「政治学」の履修をすることをおすすめします。
国際交流に関心を持つ学生は国際交流インドシナの履修を必須とします（実際の派遣や留学生受け入れは感染禍のために実施の目途が難しく、
オンライン交流となる公算が大きいです）。
感染症の影響によりオンライン授業を余儀なくされることも想定の一つに入れておく必要があります。オンライン授業の準備はしておいて
ください。この点の準備不足が原因で、大学講義についてこれなくなったりする学生もいますが、やはり、この時代、所謂「情弱」にはならな
い方が良いですよ。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
『未来年表』生活総研（博報堂） https://seikatsusoken.jp/futuretimeline/ を見ておきましょう。

５.教科書
特にありません。そもそも，教科書のない問題ばかりですからね。

６.参考書
授業時に指示します。

７.成績評価の方法
平常点 60％，活動成果の質評価 40％

８.その他
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基礎ゼミナール

熊田

聖

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
このゼミのねらいは，調査，発表，レポート作成を行うことが出来るようになることです。つまり，ある分野について学習した
ことをうまく伝えていくことをトレーニングしていきます。対人的 well-being ともいえます。そのため，選んだテーマに対し，
調査・準備をし，授業は自由に皆さんの考えをのべてもらう場となります。その上で，仲間の意見も知ってもらうよう，ディベ
ートも行う予定です。また「思索トレーニング」では，毎回与えたテーマについて自分の考えを A4 サイズ１枚にまとめて提出
してもらいます。

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

発表練習
発表テーマ，グループ決定，名札作成
発表，思索トレーニング
発表，思索トレーニング
発表，思索トレーニング
ディベート
質疑応答形式発表，思索トレーニング
質疑応答形式発表，思索トレーニング
質疑応答形式発表，思索トレーニング
商品開発ゲーム
商品開発ゲーム
発表，思索トレーニング
発表，思索トレーニング
発表，思索トレーニング
発表テーマ，グループ決定
発表，思索トレーニング
発表，思索トレーニング
発表，思索トレーニング
ディベート
質疑応答形式発表，思索トレーニング
質疑応答形式発表，思索トレーニング
質疑応答形式発表，思索トレーニング
ディベート
社会企業家としての発表，思索トレーニング
社会企業家としての発表，思索トレーニング
社会企業家としての発表，思索トレーニング
商品開発ゲーム
商品開発ゲーム

３.履修上の注意
このゼミは，現代社会の問題に対して関心を持ち，調査，分析に関心があり，またグループでの活動，他者との人間関係を築け
る学生に適しています。また，調査は各自で行ってもらうので自由度は高いですが，詳細に分析し，工夫して発表する必要が
あるので，熱意のある学生が望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
発表の準備

５.教科書
熊田聖「意思決定論理」泉文堂等，詳しくは授業内で連絡します。

６.参考書
阿部司「食品の裏側」東洋経済新報社等，食品の成分に関する書籍

７.成績評価の方法
評価は，
１）レジュメと発表内容 30％
２）発表者へのアドバイス 30％
３）ディベートへの参加 20％
４）思索トレーニングへの参加 20％
以上４点で行います。

８.その他
出席点はないため，発表，ディベート，思索トレーニングへの自発的な参加をする学生に適しています。重要なのは，詳しく調
査した内容を「いかに仲間に理解してもらうように伝えるか」という熱意です。
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基礎ゼミナール

後藤

晶

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
パスカルの「人間は考える葦である」と言う言葉は非常に有名であるが，人間は死ぬまで「考える」ことを続けなければなら
ない。一方で，
「考える」とはどのような行為であるのか，と問われると一つの回答を導くことは困難である。少なくとも，検
索して容易にわかることではないであろう。
本基礎ゼミナールでは，2 冊の教科書を手がかりとして，
「考える」ことをテーマとする。特に，思考法に着目することで，
将来に渡って使える思考のスキルの基礎を身につけることを目的とする。春学期には「アイデア発想」志向の思考法に着目す
る。現状を変える新しいアイデアを生み出すためには，過去に学び，将来を志向するという真摯な態度が求められる。秋学期
には「問題解決」志向の思考法に着目する。問題解決の一連のプロセスは「問題認知」から始まり，
「解決策の探求」
，
「解決策
の実行」
，
「結果の吟味」を経て次の問題解決へと繋がるものである。それぞれのプロセスについて 1 つずつ検討する。毎回の
授業は担当者の報告とそれに基づいたディスカッションにより進行する。
さらに，適宜簡単なレポートの執筆とピアレビュー（相互評価）の機会を設定し，文章執筆能力の向上を図ったり，テーマに
関連するデータ分析の手法を紹介するなど，大学生として求められる基礎能力の向上を図る。
この授業の到達目標は以下の通り。
1. 自身の力で資料の整理・発表資料の作成・プレゼンテーションの実施の一連の流れを行うことができる。
2. 新しいアイデアを出すための方法と同時に，姿勢を涵養することができる。
3. 問題を解決するための方法と同時に，姿勢を涵養することができる。

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

春学期イントロダクション
レポート執筆のトレーニング（1）
発表とディスカッション（1）
発表とディスカッション（2）
発表とディスカッション（3）
発表とディスカッション（4）
レポート執筆のトレーニング（2）
発表とディスカッション（5）
発表とディスカッション（6）
発表とディスカッション（7）
発表とディスカッション（8）
レポート執筆のトレーニング（3）
発表とディスカッション（9）
発表とディスカッション（10）
秋学期イントロダクション
発表とディスカッション（11）
発表とディスカッション（12）
レポート執筆のトレーニング（4）
発表とディスカッション（13）
発表とディスカッション（14）
発表とディスカッション（15）
発表とディスカッション（16）
レポート執筆のトレーニング（5）
発表とディスカッション（17）
発表とディスカッション（18）
発表とディスカッション（19）
発表とディスカッション（20）
秋学期まとめ

３.履修上の注意
演習形式の授業であるために，出席を重要視する。また，発表担当者になった場合は必ず発表資料を用意して出席すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
小課題の提出・発表の準備等が必要となる。

５.教科書
『アイデア大全』
，読書猿，フォレスト出版

／

『問題解決大全』
，読書猿，フォレスト出版

６.参考書
『独学大全――絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための５５の技法』
，読書猿，ダイヤモンド社
その他，授業中で紹介する。

７.成績評価の方法
授業への貢献 50%，課題の評価 50%。

８.その他
ゼミナールは各学生のコミュニケーションにより学びが創発される。他者の意見に耳を傾け，自身の意見を明確に伝える姿勢
が求められる。一生懸命悩みましょう。
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基礎ゼミナール

小林

敦子

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
.◆演習テーマ 文化の変容―流行歌の成立に関わるメディアと社会状況―
1.授業の概要・到達目標＊
みなさんは日常的にスマホやパソコンで音楽を聴いているだろうが、このような音楽の視聴方法が一般化したのはこの 10 年
程である。いわゆるヒット曲の第一号とされるのは、百年以上前の大正三年（1914）大流行した「カチューシャの唄」である。
インターネットはおろかテレビもラジオもない時代にどのようにして日本中の人がこの歌を口ずさむようになったのだろう
か。この授業では『流行歌の誕生』
（永嶺重敏, 2019）を読みながらその過程をたどり、文化の変容における特にメディアの影
響を考える。また問いの立て方、資料の探し方と引用の方法、論述の組み立て方、著作権などの研究に必要な基礎的事項を習
得することが、この授業のねらいである。
[春期の内容]
まず「問い」に対する答えの見つけ方として、資料の探し方および資料の読み方を学ぶ。次に『流行歌の誕生「カチューシャ
の唄」とその時代』を輪読し、歌が流行する過程にはなにが行われたのかをみていく。
[秋期の内容]
春期で学んだことをふまえ、グループごとに「文化の変容とメディア」というテーマに基づいてトピック（問い）を見出し、
調査し、発表する。
[履修生が取り組む課題]
春期：履修生は全員テキストを読み、授業にのぞむ。また個別に割り当てられた部分の「要約」
（Word A4 2-3 枚）を作成し発
表する。授業ではこの「要約」をもとにディスカッションを行う。また、資料の検索や解釈に関する作業課題を適宜出すので、
取り組み提出する。
秋期：「文化の変容とメディア―（副題：履修生自身が設定）
」というテーマでグループごとに調査し発表する。

２.授業内容
第１回 イントロダクション
第２回 作業 1 自分の問いへの答えの見つけ方
第３回 作業 2 Wikipedia の使い方
第４回 作業 3 資料の検索と解釈
第５回 輪読『流行歌の誕生』1
第６回 輪読『流行歌の誕生』2
第７回 輪読『流行歌の誕生』3
第８回 輪読『流行歌の誕生』4
第９回 輪読『流行歌の誕生』5
第１０回 輪読『流行歌の誕生』6
第１１回 輪読『流行歌の誕生』7
第１２回 講義 メディアの発達と文化の変容
第１３回 講義 秋期の作業とトピックの選定
第１４回 春期のまとめ
第１５回 秋期へのイントロダクション
第１６回 講義 メディアの発達と文化の変容
第１７回 グループ作業 1
第１８回 グループ作業 2
第１９回 グループ作業 3
第２０回 グループ作業 4
第２１回 グループ作業 5
第２２回 グループ発表 1
第２３回 グループ発表 2
第２４回 グループ発表 3
第２５回 グループ発表 4
第２６回 グループ発表の講評
第２７回 秋期のまとめ
第２８回 １年間のまとめ

３.履修上の注意
出席重視。履修人数等により授業内容とスケジュールは多少変更する可能性がある。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
作業課題（資料検索などの作業）を適宜配信する。テキストは全員が必ず読んでくること。

５.教科書
『流行歌の誕生』
（永嶺重敏 2010）

＊配布予定なので購入の必要はありません

６.参考書
藤竹暁・竹下俊郎, 2020,『図説日本のメディア 伝統メディアはネットでどう変わるか』,NHK 出版

７.成績評価の方法
授業への取り組み（リアペ・作業課題を含む）[40%], 要約発表[30%], 調査発表 [30%]

８.その他
論理的思考・根気強く取り組む姿勢・自分の考えをわかりやすく伝え相手の話を聞く姿勢・探求心が求められる

13

基礎ゼミナール

小林

秀行

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
このゼミナールの趣旨は，自然災害に対する基礎的知識を学ぶと同時に，学習を通して，課題の発見・情報の入手・情報の整理・プレゼンテ
ーション・レポート作成など，大学における学びの技法についての習得と実践を図ることにあります。
「災害」という現象・出来事を皆さんはどこまでご存知でしょうか。近年，地球温暖化の影響によって，台風・豪雨・旱魃（かんばつ）とい
った災害が世界各地で激甚化しているという話を聞いたことがある，という方は多いかもしれません。しかし，こうしたことを取り上げる報
道や，災害への注意を呼びかけあう SNS の動きなどは，その被害の大きさ，被害が発生するメカニズム，被害を受けた人々の苦しむ姿といっ
た，表面的な事実に着目することが多いのが現状です。実際には，災害は被害の原因となった自然現象と，被害を拡大・縮小させた社会的要因
の関係によって，まったく異なる出来事として発生するため，「1 つ 1 つの事例が異なる特徴（顔）をもつ」ということが言われます。そのた
め，災害の正確な理解にあたっては，その事例が発生した背景要因，具体的には歴史的経緯や社会状況，災害前後における人々の暮らしの姿
といったものまで，広く，そして深く目を向けなければ，なかなか，災害という複雑な出来事を理解することはできません。
ゼミナールでは，こうした災害という大きな共通テーマについて，皆さん自身が社会を見渡し，皆さん自身の視点で問題を発見し，それが
どのような問題であるのか，なぜ問題となっているのかを分析し，解決に向けてどのような方策をたてればよいのかを考える，という一連の
流れを体験的に学習していきます。春学期には，グループに分かれて文献を探し，もちより，それらの内容について詳しく調べながら，目に見
える問題の背景にある社会的な課題の存在へと迫っていきます。秋学期からは，こうして見えてきた社会的課題を，同じくグループ単位でさ
らに詳しく理解し，何が問題なのか，どのような解決策が考えられるのか，皆さん自身の手によってとりまとめていくことになります。
以上のように，このゼミナールでは，自然災害という観点から社会における課題を広くあつかいます。災害の議論は，常に，それによって苦
しむ人々の存在と向き合うことになり，決して明るい話題とは言えません。しかし，誰かがそうした問題を議論し，解決のための道筋を考え
なければ，社会には苦しむ人々が残されたままとなります。本ゼミナールは，大学における学びの技法についての習得と実践を図ることを主
たる目的としており，どのような学生の受講も妨げるものではありませんが，上記の趣旨に賛同し，こうした問題について学んでみたいとい
う学生を特に歓迎します。
講義の到達目標は，
「アカデミックスキルの基礎を習得すること」
「社会に対して自身なりの問いをもつこと」
「問いを解決するために大学で
どう学ぶかという道筋を見つけること」の３点とします。

２.授業内容
【春学期】
第１回 イントロダクション
第２回 アイスブレイク
第３回 履修計画を考える
第４回 図書館利用講習
第５回 春休みの課題報告①＜ブック・レビュー＞
第６回 春休みの課題報告②＜ブック・レビュー＞
第７回 論文を読む①（問い・構造・引用）
第８回 論文を読む②（問い・構造・引用）
第９回 グループワーク①＜課題設定＞
第 10 回 グループワーク②＜課題設定＞
第 11 回 グループワーク③＜課題設定＞
第 12 回 グループワーク④＜課題設定＞
第 13 回 グループワーク⑤＜課題設定＞
第 14 回 春学期のまとめ
【秋学期】
第 15 回 春学期の振り返り
第 16 回 グループワーク⑥＜全体構成＞
第 17 回 グループワーク⑦＜全体構成＞
第 18 回 グループワーク⑧＜全体構成＞
第 19 回 グループワーク⑨＜全体構成＞
第 20 回 グループワーク⑩＜中間報告＞
第 21 回 グループワーク⑪＜テーマの深掘＞
第 22 回 グループワーク⑫＜テーマの深掘＞
第 23 回 グループワーク⑬＜テーマの深掘＞
第 24 回 グループワーク⑭＜テーマの深掘＞
第 25 回 グループワーク⑮＜報告資料取りまとめ＞
第 26 回 最終報告会／振り返り
第 27 回 災害と社会を考える①
第 28 回 災害と社会を考える②
履修者数などにより，スケジュールの一部を変更することがあります。

３.履修上の注意
〇本講義はグループワークを主体とするため，受講生の協力なしには成立しません。
「居眠り」や「無言で座っている」などの行為は，履修の
意志がないものとみなし，単位認定を行わないことがありますので，履修を希望する場合は注意してください。やむを得ない事情がある場合
は担当教員に相談をするようしてください。
〇本講義では、副教材として oh-meiji 上で「アカデミック・スキル講座」という講師作成の動画シリーズを講義と並行して配信します。単位
認定のためには視聴が必須になりますので、ご注意ください。
〇本講義では、春休み～ゴールデンウイーク、夏休みなどの休暇期間中にも、おおむね文献を読むという形での課題を提示します。このよう
な講義外である程度の負担があることを理解したうえで、受講してください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：あらかじめ関連する報道・資料などを調べ，翌週の作業に備えておくこと。
oh-meiji を通じて公開する動画「アカデミック・スキル講座」を視聴すること。
復習：各回における資料や議論を整理し，発見した点や疑問点を明確にしておくこと。
その他，当ゼミでは例年，春休み（講義開始前）および夏休みに課題（図書の購読）を課しています。
春休み（講義開始前）の課題は新書 2 冊の購読および，その概要報告になります。

５.教科書
特になし。

６.参考書
特になし。グループワークの進度に応じて，紹介する。

７.成績評価の方法
プレゼンテーション（40%），年度末レポート（4,500 字以上）
（60%）。
各学期において 4 回以上の欠席をした場合、
「アカデミック・スキル講座」の視聴が不十分である場合など、講義に対する参加の意思がみられ
ない場合には「不可」とします。

８.その他
講義登録の段階で，下記の点に同意したものとみなします。よく確認したうえで，登録をお願いします。
①グループワークが主体となるため，ある程度，講義外での作業が必要となります。
②大学では他者から教わるのを待っていても，得られるものは最低限でしかありません。大学内外での積極的な活動を通じて，自分自身で知
識と経験，そして物事をみる“目”を養う努力を期待します。
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基礎ゼミナール

坂本

祐太

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
本ゼミナールでは，コミュニケーションの基本的なツールである「ことば」を題材に扱います。我々は日頃意識することなく
「ことば」を上手く使いこなして他者とコミュニケーションをとっていますが，その「ことば」に意識的に焦点を当てること
で，
「身近なものに疑問を抱き，それを研究テーマとして扱う能力」を養うことを最終的な目標とします。
１年間を通して文献の輪読に加えてグループワーク・ディスカッション・プレゼンテーションなどの活動を多く取り入れ，
他者と共同する力を育みながら，受講者全員で「ことば」についての理解を深めていきます。例えば以下のようなものが，ゼミ
ナールで扱うトピックとして考えられます。
・「
「やばみ」などの若者言葉はどのようにして生まれるのか？」
・「ら抜き言葉は日本語の乱れなのか？」
・「なぜ日本人は英語が苦手なのか？」
・「キラキラネームは人生にどのような影響をもたらすのか？」
・「名字で呼ばれる人と名前で呼ばれる人の違いは何か？」

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

イントロダクションーゼミの進め方などー
プレゼンテーションの方法
自己紹介①
自己紹介②
文献輪読・ディスカッション①
文献輪読・ディスカッション②
文献輪読・ディスカッション③
文献輪読・ディスカッション④
文献輪読・ディスカッション⑤
グループワークのテーマ設定１
グループワーク①
グループワーク②
グループワーク③
プレゼンテーション１
秋学期のゼミナールに関する案内
文献輪読・ディスカッション⑥
文献輪読・ディスカッション⑦
文献輪読・ディスカッション⑧
文献輪読・ディスカッション⑨
文献輪読・ディスカッション⑩
グループワークのテーマ設定２
グループワーク④
中間発表
グループワーク⑤
グループワーク⑥
プレゼンテーション２
レポートのピアレビュー①
レポートのピアレビュー②

３.履修上の注意
ディスカッションやメンバーを入れ替えながらのグループワークを多く取り入れるため, 積極的な姿勢を持って参加すること
が望ましい。また, プレゼンテーションの担当になった場合は, 責任をもって準備を行うこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
＜予習＞発表の準備・教科書の精読など

＜復習＞授業内で学んだこと及び疑問に思ったことの整理

５.教科書
指定しない（資料配布）
。もし教科書を使用するようになった場合には，ゼミナール開始時までに別途案内する。

６.参考書
ゼミナール内で指示する。

７.成績評価の方法
授業への貢献度 60%, プレゼンテーション 20%, レポート 20%

８.その他
教員担当の「言語学」の授業を併せて履修すると, ゼミでの活動に有益かと思います。

15

基礎ゼミナール

島田

剛

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
グローバリゼーションが進み世界が一体化するとともに，国内でも世界でも経済格差が拡大しています。このゼミでは日本
国内の街づくりや貧困への取り組みと途上国の貧困を同時に考えます。こうしたテーマに取り組むことにより，大学 4 年間で
本当に自分が研究したいことは何かを個々の学生が深く考えることも目的としています。
このゼミではグループでのディスカッションとプレゼンテーションが中心です。前半では大学で学ぶための基礎的なノウハ
ウを学びます。議論の仕方，論文の書き方，データーなど情報の集め方などです。それにもとづき，テーマを決めてディベート
を行います。ディベートをすることよりも，その過程で学んだノウハウを活用できるようになることが目標です。
後半では，コーヒーを題材として取り上げ，そこから街づくりと国内外の貧困問題を考えて，皆で議論をします（数週間に 1
度は発表）
。その上でレポートを作成していきます。

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

イントロダクション
コーヒーからみるグローバリゼーション
「思考法」の３つの方法
文献の読み方
データ収集方法
ディベート：反論の方法
ディベート準備 ①論点の洗い出し
ディベート準備 ②文献及びデータなどの情報収集
ディベート準備 ③収集資料の分析（データーと向き合う）
ディベートの準備 ④最終準備
デジタル経済化と街づくり
国内外の格差と地方
コーヒーと世界経済
コーヒーと街づくり
日本におけるコーヒーの消費
生産地から見たコーヒー ①ブラジル
生産地から見たコーヒー ② コロンビア
生産地から見たコーヒー ③ アジア
フェアトレードの可能性
フェアトレードの課題
スペシャリティ・コーヒーとフェアトレード・コーヒー
コーヒーの歴史（アフリカ，アジア，中南米への展開）
新自由主義とコーヒー
グループ発表準備 ① 収集データ・分析の確認
グループ発表準備 ② 論点の確認
グループの研究発表 ①
グループの研究発表 ②
まとめ

３.履修上の注意

４.準備学習（予習・復習等）の内容
プレゼンテーションの準備が必要。講師が別に開講しているミクロ経済学，マクロ経済学の授業を受講することが望ましい。

５.教科書
なし

６.参考書
一昨年，明治大学に来られたスティグリッツ先生（ノーベル経済学賞）にセミナーをしていただき，私がスティグリッツにグ
ローバル化により格差が広がる中で経済学者の役割は何かをテーマにしたインタビューをしました。日本評論社と契約し，リ
ンク先から無料で記事にアクセスできるようにしたのでぜひ読んでみてください。
また，貧困と雇用について取り扱ったこちらの論文も参照してください。こちらも無料で公開できるよう契約を行ったもので
す。

７.成績評価の方法
発表（60％）
，ディスカッションへの貢献度（40%）
欠席・遅刻が多い場合は不可とします。無断欠席 5 回で以後の参加を認めません。

８.その他
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基礎ゼミナール

清水

晶紀

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】大学とは何か？
みなさんにとって，入学前の段階でイメージしていた「大学」は，どのようなものだったでしょうか。専門的な学問を追求する
ところ，社会人として必要な教養を身につけるところ，人生の制度設計をするところ，自由な学生生活を謳歌するところ，多
様な価値観に触れるところ・・・。
そこで，本ゼミナールでは，みなさん相互の感覚の共有，みなさんの周囲の人々への調査，文献の輪読などを通じ，前期は，大
学とは何かを探り，現代社会における大学の存在意義を考えてみたいと思います。また，後期は，前期の研究成果を検証する
べく，現代社会の諸課題の中からみなさん自身で研究テーマを選定・検討し，大学での学びの一端をを実体験してもらいたい
と思います。
「大学で何をするのか」という，みなさん自身の問題を入口に，学問の世界を一緒に覗いてみませんか。
【到達目標】
・大学の歴史的経緯を理解できていること
・大学の抱える問題点を多角的に把握し，現代社会における大学の意義について，私見を論理的に説明できること
・自分なりの「大学」観に基づいてゼミナール活動に取り組めていること

２.授業内容
1．イントロダクション（自己紹介・ゼミの進め方）
2．レジュメ作成・研究報告の作法
3．大学への進学理由報告①
4．大学への進学理由報告②
5．周囲の人への聞き取り結果報告①
6．周囲の人への聞き取り結果報告②
7．新聞記事調査報告①
8．新聞記事調査報告②
9．
「大学とは何か」に関する仮説の提示
10．
『大学は何処へ』輪読①：序章・第 1 章
11．
『大学は何処へ』輪読②：第 2 章・第 3 章
12．
『大学は何処へ』輪読③：第 4 章・第 5 章
13．
『大学は何処へ』輪読④：第 6 章・第 7 章
14．仮説の検証と夏休みの準備
15．前期の振り返りと後期の進め方
16．後期研究テーマ案報告①
17．後期研究テーマ案報告②
18．後期研究テーマの選定と研究手法の検討
19．基礎調査①
20．基礎調査②
21．フィールドワーク準備①
22．フィールドワーク準備②
23．フィールドワーク
24．フィールドワーク振り返り
25．プレゼンテーション作成①
26．プレゼンテーション作成②
27．研究成果報告会
28．報告会の振り返りと 1 年間のまとめ
※各回の割り振りはあくまで一例であり，詳細はゼミ生との相談で最終決定します。

３.履修上の注意
ゼミの一環として，現場見学や実地調査を行うことがあります。その際には一定の費用がかかりますし，ゼミ時間外に実施す
る可能性もあります。また，参加者のみなさんの希望によっては，ゲスト講師の招聘やゼミ合宿の実施も検討します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
報告・議論等の準備は，ゼミ時間外に行うことになります。
また，担当教員としては，ゼミで企画する各種イベントへの参加も，広い意味で「学習」の一環と考えています。

５.教科書
吉見俊哉『大学は何処へ』
（岩波新書・2021）
その他，適宜指示します。

６.参考書
吉見俊哉『大学とは何か』
（岩波新書・2011）
佐藤望編著『アカデミック・スキルズ（第 3 版）
』
（慶應義塾大学出版会・2020）
本多勝一『中学生からの作文技術』
（朝日選書・2004）
その他，適宜指示します。

７.成績評価の方法
ゼミは学生主体のクラスのため，出席は当然の前提です。その上で，ゼミでの報告内容（50％）
，議論への参加状況（30％）
，レ
ポート内容（20％）を総合的に評価します。

８.その他
「ゼミの主役」は学生であり，ゼミを楽しくするのも，つまらなくするのも，みなさん次第です。担当教員は極力発言を控え，
サポート役に徹したいと思います。
「よく学び，よく議論し，よく遊ぶ」みなさんの履修を歓迎します。
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基礎ゼミナール

鈴木

雅博

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
このゼミナールでは，
「教育」をテーマとして，アカデミック・ライティングの基礎的能力を身につけることをめざします。
「教育」は，皆さんのすべてが既にそれを経験しており，また教師／親となるか否かにかかわらず，ある種の教育を受ける後
続世代とともに生きていかなければならないという点で，これまでも／これからも皆さんと密接に関わる重要なテーマです。
世の人は，教育について学校で，あるいは家庭で，はたまた国会／居酒屋／ネット等々で自らの経験や理想に基づいて，さま
ざまに発言します。ただし，こうした語りはアカデミック・ライティングの技法によって書かれた研究論文やレポートとは性
格を異にするものです。後者には，それなりの「作法」があり，そこでは対象をクリティカルに検討することが求められます。
クリティカルとは，対象となる議論の前提を問い直しながら，論理的でオープンな吟味を進める姿勢と言い換えることができ
るでしょう。クリティカル・シンキングは，どの分野のレポート作成においても必要とされ，大学入学初年次にしっかりと身
につけておくことが望まれます。
「教育」をテーマに大学生活を送るための思考の基礎トレをしていこう，というのが本ゼミナ
ールの目標です。
ゼミは３部から構成されます。第一部ではアカデミック・ライティングについての基礎的なトレーニングを行います。第二
部ではディベートと テキスト批評を通して，論理的に議論を進める／深めることを学びます。第三部ではグループに分かれ
てテーマを設定し，レポートの作成・発表を行います。
【到達目標】
①アカデミック・ライティングの基礎的能力を身につける。
②今日の学校教育の現状に関心を持ち，論理的に議論を進めることができる。
③自らが関心を持つテーマに関する先行研究を収集し，批判的検討を加えることができる。
④自らが関心を持つテーマに関してレポートを作成・発表することができる。

２.授業内容
第１回 イントロダクション
第２回 研究論文の構造
第３回 リーディングの基本スキル・テキスト要約の練習
第４回 テキスト批評の基本
第５回 教育問題ディベート
第６回 テキスト批評：スクールカースト①
第７回 テキスト批評：スクールカースト②
第８回 テキスト批評：スクールカースト③
第９回 グループ分け・グループごとのテーマ設定
第１０回 グループごとのテーマ発表
第１１回 インタビューの方法
第１２回 テーマに関するテキスト批評①
第１３回 テーマに関するテキスト批評②
第１４回 テーマに関するテキスト批評③
第１５回 研究計画報告①
第１６回 研究計画報告②
第１７回 序章の発表①
第１８回 序章の発表②
第１９回 途中経過報告①
第２０回 途中経過報告②
第２１回 レポートのプレゼンテーション①
第２２回 レポートのプレゼンテーション②
第２３回 レポートのプレゼンテーション③
第２４回 ガクの情コミヴァーチャル研究交流祭①
第２５回 ガクの情コミヴァーチャル研究交流祭②
第２６回 ガクの情コミヴァーチャル研究交流祭③
第２７回 まとめ①
第２８回 まとめ②

３.履修上の注意
欠席 10 回（春学期５回，秋学期５回）で評価対象外となります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
発表担当でない時も，必ず文献を精読し，自分なりの論点をもってゼミに臨んでください。

５.教科書
『教室内（スクール）カースト』鈴木翔，光文社, 2012 年。

６.参考書
授業中に指示します。

７.成績評価の方法
平常点（10％）
，テキスト批評（40％）
，レポート作成・発表（50％）
。

８.その他
まずは，日頃から教育関連のニュースに目を向け，いろいろと考えてみましょう。また，ゼミで聞いたこと／言ったこと／言
えなかったことを反芻することが思考を深化させます。心がけましょう。
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基礎ゼミナール

高橋

華生子

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
「SDGs って最近よく聞くけど、一体、何をすればいいの？」 そのようなことを思ったことはありませんか？
SDGs の根幹に描かれているのは、インクルーシブ（包摂的）な社会を作り上げること、簡単に言えば、
「皆違って皆いい」とい
うこと。そこでの要点の一つに、障がいをもった人びとと共に、開かれた社会を築いていくことが挙げられます。それに向け
てどうすればいいのか、そうした疑問に向き合い、それをアクションにつなげていくことがこのゼミの目的になります。
本ゼミでは、明治大学の近隣にある障がい者支援団体と連携して、実際のボランティア活動に関わりながら、包摂的な社会の
醸成に向けて、
「大学生ができること」だけでなく、
「大学生だからこそできること」を見つめていきます。春学期は、教室で現
代社会の問題・課題と対策を学びながら、協力先の支援団体の活動に参加して現場での経験を積んでいきます。具体的には、
障がい者の方々と一緒に地域施設の清掃をおこなうことや、障がい者の方々が作った菓子類を販売することなどを計画してい
ます。そのうえで、ボランティア活動を通して得られた知見を共有し、その成果を学期末のグループ発表でまとめていきます。
秋学期は春学期で学んだことを基にして、協力団体の既存の活動をどのように支援できるのか、また新たに考えられる事業や
イベントの企画といった、プロジェクトの立ち上げに取り組んでいきます。
本ゼミを通じて、受講生は主体的に自分のアイデアを創造し、それを実現させる方法を探求すること、そして自分が動くこと
の意味と楽しさを理解し、社会に貢献しうる自らの可能性を広げること、こうした考究する力と実践する力の両方を磨いてい
ってもらいたいと思います。

２.授業内容
【春学期】
第 1 回 イントロダクション
第 2 回 ボランティアとは何か
第 3 回 連携団体の事務所訪問
第 4 回 アカデミックスキルの習得①
第 5 回 文献輪読①
第 6 回 ボランティア活動①
第 7 回 文献輪読②
第 8 回 文献輪読③
第 9 回 ボランティア活動②
第 10 回 アカデミックスキルの習得②
第 11 回 文献輪読④
第 12 回 グループ発表の準備
第 13 回 ボランティア活動③
第 14 回 春学期の総括：グループ発表
【秋学期】
第 15 回 プロジェクト案のプランニング①
第 16 回 プロジェクト案のプランニング②
第 17 回 プロジェクト案に関する連携団体との調整
第 18 回 プロジェクト実施に向けたグループワーク①
第 19 回 プロジェクト実施に向けたグループワーク②
第 20 回 プロジェクト実施に向けたグループワーク③
第 21 回 中間のまとめ
第 22 回 ボランティア活動④
第 23 回 プロジェクト実施に向けたグループワーク④
第 24 回 プロジェクト実施に向けたグループワーク⑤
第 25 回 プロジェクト実施に向けたグループワーク⑥
第 26 回 ボランティア活動⑤
第 27 回 グループ発表の準備
第 28 回 秋学期の総括：グループ発表

３.履修上の注意
受講を希望する学生は、学外での実習をおこなう関係上、ゼミ前の火曜 1 限も空けておいてください。それが難しい場合は、
受講を見送ってください。
学外実習への参加を保護者が認めていることが前提になります。事前に確認の上、履修希望を出してください。
学外団体との調整次第で、実習の順番や回数、内容が変わることもあります。
コロナウイルスといった感染症の状況によっては、学外での活動が難しくなることも考えられます。その場合、内容に変更が
入る可能性もありますので、その点を了承してください。
このゼミの詳細なシラバスは、初回授業に紙で配布します。それを参照のこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
指定された文献などを必ず読んでゼミに臨むこと。また、ゼミの時間以外にも学生で自主的に集まり、グループでの作業など
を進めてもらいます。それに取り組むことが受講の条件になります。

５.教科書
とくに指定なし。

６.参考書
必要に応じて授業内で周知します。

７.成績評価の方法
50％
30％
20％

平常点（出席、ゼミでの参加姿勢、ディスカッションへの貢献度など）
グループワーク
個人課題

８.その他
学外の団体や人びとと交流する活動を含むため、自分の行動に責任をもつことが求められます。いわゆる「楽単」の科目では
ないことを十分に理解してください。他の学生と協力しながら物事を作り上げていきたい、そういった気概のある学生を歓迎
します。
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基礎ゼミナール

武田

政明

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
人は生きていると，どんなに平穏に暮らしていると思っていても，日々その場その場で自分と直接の関わりを有するたくさ
んの問題に出会っています。多くの場合，残念ながら人は自分がそれらの問題に出会っていることを認識できないでいます。
このゼミナールでは，新聞やテレビ，インターネット等を通じてだれもが普段よく見聞きする身近な出来事・事件を題材と
して，自分たちの身の回りには，少し深く考えると，現在および将来の自分と深く関わる問題がいかに多く存在しているかを
学びます。
この授業の到達目標は，問題がどの分野に属するものであっても，問題解決を考える際に共通する問題解決のための基本と
なる思考方法の基本を修得します。

２.授業内容
第１回：互いを知り合う
第２回：犯罪と芸能活動
第３回：犯罪と表現の自由
第４回：猥褻と表現の自由
第５回：文化財の維持と再建
第６回：学校・職場と制服
第７回：動物と生活環境
第８回：動物と自然保護
第９回：SNS と権利侵害
第 10 回：伝染病と社会
第 11 回：救急車の有料化
第 12 回：高速道路の無料化
第 13 回：運転免許と高齢者
第 14 回：まとめ（取り上げたテーマの再検討）
第 15 回：アクティブラーニング
第 16 回：学歴と社会
第 17 回：動物園のあり方
第 18 回：水族館のあり方
第 19 回：ゴミの分別収集
第 20 回：レジ袋袋有料化
第 21 回：性に違和感を有する人達（現状）
第 22 回：性に違和感を有する人達（共に快適に生活する方法）
第 23 回：婚姻制度と社会
第 24 回：食品ロス
第 25 回：原子力の利用
第 26 回：地球温暖化
第 27 回：民主主義と人権
第 28 回：まとめ（取り上げたテーマの再検討)

３.履修上の注意
履修者には，物事を深く考えることに関心，意欲があることが要求されます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回のゼミナールにおいて，あらかじめその回のテーマで用いるプリントを配布し，事前に考えておくべき事柄を指示しま
す。予習はその配布されたプリントに指示してある事柄を調べ考えておくことです。復習は，その回で議論した内容を確認し，
自分が気付いていなかった点について理解を深めることです。

５.教科書
特定の教科書は用いません。

６.参考書
特定の参考書は用いません。各回のゼミナールの前に，あらかじめその回のテーマ用の資料、教材を指示・配布します。

７.成績評価の方法
原則として，毎回のゼミナール出席時における平常の態度を６０％，ゼミナールにおける発言・発表の内容およびゼミナー
ルに対する貢献度を４０％の割合で評価します。

８.その他
ゼミナールは，ゼミ員の議論の上に成り立ちます。最低限のこととして，自分の考えを述べること，相手の話を真摯に聞く
こと，他人と会話や議論を成り立たせるための他人への配慮ができることが大切です。また，それらは，ゼミナール以外でも，
他者とのコミュニケーションを成立させるために重要なことです。重視項目の所でも指摘していますが，このゼミナールでは，
問題とするテーマの解明とともにこれらの能力を身につけることも目的としています。
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基礎ゼミナール

竹中

克久

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
現代社会は高度情報社会である，といわれて久しいですが，私たちが日頃ふれている情報とは何でしょうか？
新聞，TV，インターネット上では統計などの量的データや，インタビューや投書などの質的データがあふれかえっています。
正しい情報に行き着こうにも，
「情報の洪水」のなかでは，どれを「正しい」ととらえれば良いのか難しい時代に私たちは生き
ています。そのような状況において，社会は今どうなっているのか，どのように変わってきたのか（あるいは変わっていない
のか）ということを考える際には，自分なりの「モノの見方」を身につけることが重要になってきます。
本ゼミナールでは，主として社会学的な「モノの見方」をともに学びたいと考えています。春学期は文献や資料を輪読しなが
ら，ディスカッション能力を養っていきます。秋学期には，身近なテーマを取り上げ，グループを編成し協力して研究を進め，
プレゼンテーション能力を身につけていきます。
春学期・秋学期を通じて，
「社会学的なモノの見方」の基礎を身につけることが到達目標になります。
昨年度扱った社会問題のテーマ（一部）
「学校」の社会問題：モンスターペアレント・モンスター教師，性教育の是非
「地域」の社会問題：迷惑施設とは何か，子供の安全について
「生死」の社会問題：死刑制度の是非，臓器移植問題
「情報」の社会問題：個人情報と監視，表現の自由と不自由
グループ研究のテーマ（一部）
LGBTQ・ブルシットジョブ・SNS・ヤングケアラー

２.授業内容
第１回 イントロダクション：社会学とは何か
第２回 社会問題についてのディスカッション 1
第３回 社会問題についてのディスカッション 2
第４回 社会問題についてのディスカッション 3
第５回 社会問題についてのディスカッション 4
第６回 社会問題についてのディスカッション 5
第７回 社会問題についてのディスカッション 6
第８回 社会問題についてのディスカッション 7
第９回 社会問題についてのディスカッション 8
第 10 回 社会問題についてのディスカッション 9
第 11 回 社会問題についてのディスカッション 10
第 12 回 社会問題についてのディスカッション 11
第 13 回 社会問題についてのディスカッション 12
第 14 回 中間まとめ――秋学期に向けて
第 15 回 グループ分け・テーマ設定 1
第 16 回 グループ研究 1
第 17 回 グループ研究 2
第 18 回 中間発表 1
第 19 回 グループ研究 3
第 20 回 グループ研究 4
第 21 回 最終プレゼンテーション 1
第 22 回 グループ分け・テーマ設定 2
第 23 回 グループ研究 5
第 24 回 グループ研究 6
第 25 回 中間発表 2
第 26 回 グループ研究 7
第 27 回 グループ研究 8
第 28 回 最終プレゼンテーション 2 およびまとめ
※内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
社会問題・時事問題について普段から関心を持っていることが参加条件である。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
グループ研究においては，メンバーと分担し，事前に綿密な準備を行うこと。

５.教科書
教科書は基本的に使用しない。毎回プリントを配布する。

６.参考書
ゼミナール中に指示する。

７.成績評価の方法
平常点（ディスカッションへの貢献度等）50％，プレゼンテーション 50％

８.その他
物事について深く考えるのが好きな学生，物事を疑ってかかる学生を歓迎します。また，ゼミナールの一員になった折には，
ディスカッションやプレゼンテーションに主体的に関わることを強く求めます。
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基礎ゼミナール

塚原

康博

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
この授業では、経済学やゲーム理論を用いて、現実の社会において企業が実際に採用している戦略の合理性について考える。
授業の進め方は、各回の授業のテーマに沿った発表をゼミ生がパワーポイントを使って行い、その後、質疑応答に入る。さら
に、その後、教員が補足説明をして、質疑応答に入る。春学期と秋学期それぞれの最後の 2 回分については、この授業で扱っ
た内容に関係したテーマもしくはゼミ生自身が関心を持ったテーマについて、順番に発表してもらう。
この授業を通じて、ゼミ生に物事を論理的に考える思考を身につけてもらうこと、現実の経済や社会についての知識を深め
てもらうこと、人の話を聞き、自分の話を正確かつわかりやすく相手に伝えるコミュニケーション能力を身につけてもらうこ
とを目標とする。

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

春学期イントロダクション
学割の存在理由
吉野家の価格戦略
映画や本の時間を通じた価格差別戦略
化粧品、車の顧客ターゲット戦略
コストコの 2 部料金戦略
ユニクロの SPA 戦略
問屋の存在理由
キリンビールのシェアが低下した理由
コカコーラの自販機戦略
サントリーのセサミンのネット戦略
ネットフリックスのサブスクリプション戦略
プレゼンテーション（１）
プレゼンテーション（２）
秋学期イントロダクション
ゲーム理論と囚人のジレンマ
繰り返しゲームと日本の長期的な雇用・取引関係
生物学的ゲームとオウム返し戦略
第 3 者の介入による協調関係の維持
大きな町と小さな町の出店戦略
弱いものが勝つケース
オークションと勝者の呪い
タクシードライバーの給与の報酬体系（固定給か歩合給か）
預金でペイオフを行う理由
新卒者、広告におけるシグナルによる質の判断
フレーミングと消費者の選択
プレゼンテーション（１）
プレゼンテーション（２）

３.履修上の注意
現在の経済や社会について関心を持ち、授業では、質疑応答に積極的に参加し、発表の際には十分な準備をしておくことが求
められる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業で取り上げる教科書の部分をあらかじめ熟読しておき、わからない点については、教員に質問をすることが必要で
ある。
「ミクロ経済学」、
「マクロ経済学」を受講することが望ましい。

５.教科書
『ビジネス・エコノミクス（第 2 版）
』
、伊藤元重、
（日本経済新聞出版）
．

６.参考書
使用しない。

７.成績評価の方法
発表 70%、質疑応答 30％で評価する。

８.その他
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基礎ゼミナール

内藤

まりこ

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
小説や映画，演劇，漫画やアニメ，絵画等，私達の周囲にはさまざまな表象作品が生み出され，流通しています。本ゼミナー
ルでは、そうした作品を学術的に捉える手法を学習します。具体的には、それぞれの表象作品に表現されているさまざまな存
在の〈身体〉に着目し，それらの作品において〈身体〉がどのように意味づけられているのかを検討することで、作品の表現を
読み解く方法を体得することを目指します。
また、本ゼミナールでは，論述文の書き方も合わせて学習します。大学生活において論述文を書く機会としてすぐに思いつく
のは，レポートや卒業論文の執筆でしょう。しかし，論述文を書くのは大学時代だけではありません。社会に出てからも，私た
ちは論述文を書き続けることになるのです。なぜなら，私たちは日々自分とは異なる考えや経験，背景を持つさまざまな人々
に出会っており，論述文とは，そうした人々に自分の考えを正確に，わかりやすく伝えるための文章の形だからです。そこで，
本ゼミナールでは，レポートを実践例とし，どのように自分の思考を組み立て，文章にすればよいのかを学びます。
【授業の到達目標】
授業を通して学習した表象作品を読み解くため専門的な知識と技術を以て，自ら作品を選んで分析を行い，分析結果に基づ
く考察を学期末レポートにまとめます。

２.授業内容
（春学期）
第１回：オリエンテーション
第２回：表象分析１：〈身体〉表現に着目する
第３回：論述文の書き方の学習１：論述文とは何か
第４回：表象分析２：〈身体〉表現を収集する
第５回：論述文の書き方の学習２：論文の構成要素
第６回：表象分析３：〈身体〉表現を比較する
第７回： レポート構想発表
第８回：論述文の書き方の学習３：アウトラインの作成
第９回：表象分析４：〈身体〉表現を分析する（１）
第１０回：論述文の書き方の学習４：パラグラフ・ライティングの学習
第１１回：表象分析５：〈身体〉表現を分析する（２）
第１２回：論述文の書き方の学習５：引用方法の学習
第１３回：論述文の書き方の学習６：わかりやすい文章の書き方の学習
第１４回：研究成果発表会
（秋学期）
第１回：オリエンテーション
第２回：批評理論の学習１：〈身体〉表現の歴史的検討（１）
第３回：論述文の書き方の復習１：論述文とは何か
第４回：批評理論の学習２：〈身体〉表現の歴史的検討（２）
第５回：論述文の書き方の復習２：論文の構成要素
第６回：批評理論の学習３：〈身体〉表現の歴史的検討（３）
第７回： レポート構想発表
第８回：論述文の書き方の復習３：アウトラインの作成
第９回：批評理論の学習４：〈身体〉表現を分析する（１）
第１０回：論述文の書き方の復習４：パラグラフ・ライティングの学習
第１１回：批評理論の学習５：〈身体〉表現を分析する（２）
第１２回：論述文の書き方の復習５：引用方法の学習
第１３回：論述文の書き方の復習６：わかりやすい文章の書き方の学習
第１４回：研究成果発表会

３.履修上の注意
・
ほぼ毎回課題の提出を求める。課題は成績評価の対象となる。
・
グループに分かれて課題に取り組む場合がある。
・
欠席をした場合は，次週までにクラスウェブの「授業内容・資料」から授業内容を確認し，授業プリントをダウンロ
ードしておくこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
ほぼ毎週、宿題が課される。
宿題の内容は、作品の読了もしくは視聴、参考資料の読解等である。

５.教科書
毎週、授業プリントを配布する。

６.参考書
適宜、指示する。

７.成績評価の方法
・
・
・

授業内課題 20%
授業内発表 30%
学期末レポート 50%

８.その他
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基礎ゼミナール

中里

裕美

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
本ゼミナールでは，現代社会の中で生じる様々な社会現象を社会学的にアプローチするための方法とともに，大学で行う「研
究」の進め方を習得することをねらいとします。
春学期は，社会学における「社会」の捉え方を学んでもらうとともに，社会学が対象とするいくつかの主要なテーマ（たとえ
ば，地域社会，家族と社会，福祉と社会，産業・組織や労働など）を取り上げ，テキストの輪読を通してそれらにかんする理解
を深めてもらいます。輪読は，受講生をいくつかのグループに分けて，
「レジュメ」を用いた報告を行ってもらいます。そして
受講生は，
「社会的な課題（テーマ）
」にかんする興味・関心領域別のグループに分かれて，秋学期にむけた「研究計画書」を作
成し，発表してもらいます。
秋学期は，ひきつづきグループごとに，春学期に選定した「社会的な課題（テーマ）
」について，文献調査や社会調査をもと
に検討してもらいます。またその成果を授業内にて発表し，
「成果報告レポート」としてまとめてもらいます。
【到達目標】
一年間の授業を通して，大学生活を送るために必要となる文章読解力，レジュメの作成法やプレゼンテーション技法，文献資
料やデータの探し方から論文の組み立て方の基礎までを身につけてもらうことを目指します。

２.授業内容
第１回 イントロダクション
第２回 社会学とは何か，行為と集団（テキスト第１章＆第３章）
第３回 社会調査法，ICT 時代の社会学（テキスト第２章＆付録 1）
第４回 地域社会（テキスト第４章）
第５回 福祉と社会（テキスト第１５章）
第６回 家族と社会（テキスト第９章）
第７回 エスニシティ，ジェンダー（テキスト第 7 章＆第８章）
第８回 文化と比較社会，社会階層（テキスト第５章＆第６章）
第９回 産業・組織・労働（テキスト第１２章）
第 10 回 調査研究のテーマ決め，研究計画の立て方，論文検索のし方
第 11 回 グループワーク①
第 12 回 グループワーク②
第 13 回 研究計画書の発表①
第 14 回 研究計画書の発表②
第 15 回 イントロダクション（春学期のふりかえりと秋学期の進め方など）
第 16 回 夏休みの課題の報告
第 17 回 社会調査の基礎①
第 18 回 社会調査の基礎②
第 19 回 グループワーク①
第 20 回 グループワーク②
第 21 回 中間報告会
第 22 回 グループワーク③
第 23 回 グループワーク④
第 24 回 進捗報告会
第 25 回 グループワーク⑤
第 26 回 グループワーク⑥
第 27 回 成果報告会①
第 28 回 成果報告会②
履修者数などにより，授業内容の配分を変更することがあります。

３.履修上の注意
ゼミ形式のため，期末レポートともに，出席や平常点を重視します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
発表担当でない時も，必ず文献を精読し，自分なりに十分な議論ができる準備をしてゼミに出席すること。また，グループ研
究においては，メンバーと分担し，事前に綿密な準備を行うこと。

５.教科書
『テキスト現代社会学[第 3 版]』 ，松田健箸， ミネルヴァ書房

６.参考書
『社会学入門―社会とのかかわり方』 筒井 淳也・前田泰樹箸， 有斐閣ストゥディア
『新・社会調査へのアプローチ―論理と方法』
，大谷信介他著， ミネルヴァ書房

７.成績評価の方法
平常点 50％，期末レポート 50％

８.その他
普段から社会問題・時事問題について関心を持つように心がけることが望まれます。また，受講生には社会について考えるた
めの手法である「社会調査法」についても学んでもらう予定です。そのため，社会調査に積極的かつ主体的に取り組む意欲の
ある学生の参加を期待します。
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基礎ゼミナール

中臺

希実

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
現代の TV ドラマや映画、小説などと同様に、江戸時代には娯楽として人々に受容された浄瑠璃・歌舞伎などのメディアがあ
ります。これらの近世メディアには、人々の生活を題材として当該期の世相を反映し、人々にジェンダー観などの意識を再生
産する働きもありました。これらの近世メディアを歴史史料として利用するとどんな歴史像が描けるのか、利用する際の注意
点などを学びながら、論文講読などを通じ、批判的に資料を読み、必要な資料（データ）を収集する方法、さらには自身の考え
を正確に説明する技術の習得を目指します。
【授業の到達目標】
・正確に文献を読み、必要な参考文献を収集する力の習得
・自分の意見を論理的に他者に伝えることが出来る
・他者の報告に対し、建設的な意見を述べることが可能となる。

２.授業内容
第 1 回：イントロダクション＜春学期＞
第 2 回：レジュメ・レポートの作成方法について①
第 3 回：歴史を学ぶことの意味
第 5 回：歴史を叙述するということ
第 6 回：メディアを歴史史料とすること①
第 7 回：メディアを歴史史料とすること②
第 8 回：論文講読と報告・ディスカッション①
第 9 回：論文講読と報告・ディスカッション②
第 10 回：近世社会とメディア①
第 11 回：近世社会とメディア②
第 12 回：史料を読む①＜『藤岡屋日記』＞
第 13 回：史料を読む②＜『藤岡屋日記』＞
第 14 回：春学期総括
第 15 回：イントロダクション＜秋学期＞
第 16 回：近世社会と「家」
・「所帯」①
第 17 回：近世社会と「家」
・「所帯」②
第 18 回：近世社会とジェンダー①
第 19 回：近世社会とジェンダー②
第 20 回：論文講読と報告・ディスカッション④
第 21 回：論文講読と報告・ディスカッション⑤
第 22 回：論文講読と報告・ディスカッション⑥
第 23 回：史料を読む③＜『藤岡屋日記』＞
第 24 回：史料を読む④＜『藤岡屋日記』＞
第 25 回：近世社会と暴力
第 26 回：論文講読と報告・ディスカッション⑦
第 27 回：論文講読と報告・ディスカッション⑧
第 28 回：秋学期のまとめ
＊授業内容に関しては、変更する可能性があります。

３.履修上の注意
予備知識などは必要ありませんが、考えること、議論することに対し、真摯な態度で講義に望んでください。
無断欠席はしないこと。自身の報告回に、無断欠席した場合は不可となります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
当番制でレジュメを作成し、報告してもらいます。担当となった人は、報告テーマに関して、事前に十分な準備をしてくださ
い。また、自分以外の人が担当する報告についても、提示された参考文献などに目を通すようにしてください。

５.教科書
特に定めません。

６.参考書
『歴史を逆なでに読む』カルロ・ギンズブルグ、訳上村忠男（みすず書房）
『深読み浮世風呂』青木美智男（小学館）
『ジェンダー分析で学ぶ女性史入門』編総合女性史学会（岩波書店）
『歴史と文学−文学作品はどこまで史料たりうるか』編著樋口州男（小径社）

７.成績評価の方法
出席、ゼミ報告での発表 50％、報告レジュメ 50％

８.その他
歴史学を通じ、現代社会における諸問題を考えることを望む学生を歓迎します。
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基礎ゼミナール

南後

由和

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
渋谷では，渋谷スクランブルスクエア，渋谷ストリーム，MIYASHITA PARK をはじめ，大規模な都市再開発が展開されている。
バーチャル渋谷などのオンライン上のプラットフォームの整備も進んでいる。これまでの渋谷では，ハチ公前広場や渋谷スク
ランブル交差点などが注目を集めてきたが，近年は東口や南口へと開発の重心が移行しつつある。また渋谷を中心として，原
宿，青山，代官山などの周辺地域へ人びとの回遊を促し，
「広域渋谷圏」を形成しようという動きも見られる。
社会学系の都市論において，渋谷の変遷は，若者文化，消費社会，携帯電話からスマートフォン，ソーシャル・メディアへと
至るメディア環境の変化などと結びつけられながら，繰り返し議論の対象となってきた。1970 年代から 80 年代にかけては公
園通りやパルコ，90 年代にはセンター街や 109，2000 年代以降は渋谷スクランブル交差点などが脚光を浴びてきた。
渋谷とは，どのような歴史，文化，空間的特徴を持った都市なのだろうか。現在進行中の渋谷の都市再開発の背景や狙いと
は何だろうか。変貌する渋谷から浮かび上がってくる都市の未来像とはどのようなものだろうか。
本基礎ゼミナールでは，メディア環境の変化と連動した渋谷の変遷について理解を深めたうえで，渋谷を実際にフィールド
ワークし，空間，コンテンツ，人びとの属性，振舞い，メディアにおける表象などの特徴を明らかにしながら，これからの都市
の文化やライフスタイルについて考える。
到達目標は，
（１）レジュメやレポートの書き方，文献輪読の仕方など，基礎的なアカデミック・スキルを身につけること。
（２）社会学系の都市論を輪読し，都市について考察する社会学的なモノの見方を養うこと。
（３）調査の計画，先行研究・関
連資料の検討，フィールドワークの実施，調査内容の分析，調査報告書の作成という基礎的社会調査の一連のプロセスを体得
することである。

２.授業内容
第１回 イントロダクション
第２回 講義（１）
：アカデミック・スキル，図書館ウェブサイトの活用法
第３回 自己紹介
第４回 講義（２）
：都市論からみた渋谷の変遷
第５回 文献輪読（１）
第６回 文献輪読（２）
第７回 文献輪読（３）
第８回 文献輪読（４）
第９回 講義（３）
：渋谷再開発の取り組み
第 10 回 講義（４）
：質的調査の技法，調査計画書の書き方
第 11 回 調査テーマ・調査計画書の検討（１）
第 12 回 調査テーマ・調査計画書の検討（２）
第 13 回 調査テーマ・調査計画書の発表（１）
第 14 回 調査テーマ・調査計画書の発表（２）
第 15 回 調査対象の概要・歴史，先行研究・関連資料の検討（１）
第 16 回 調査対象の概要・歴史，先行研究・関連資料の検討（２）
第 17 回 グループワーク（１）
第 18 回 グループワーク（２）
第 19 回 メディアにおける表象（１）
第 20 回 メディアにおける表象（２）
第 21 回 グループワーク（３）
第 22 回 グループワーク（４）
第 23 回 フィールドワークの報告（１）
第 24 回 フィールドワークの報告（２）
第 25 回 調査報告書の作成
第 26 回 最終プレゼンテーション（１）
第 27 回 最終プレゼンテーション（２）
第 28 回 総括
授業内容の配分・順番は，多少変更の可能性があります。

３.履修上の注意
グループワークによる文献輪読，プレゼンテーション，フィールドワークなどを行います。フィールドワークは授業時間外に
実施する場合があります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
グループワークによる文献輪読やプレゼンテーションの準備，フィールドワークの実施。

５.教科書
なし。

６.参考書
『都市のドラマトゥルギー――東京・盛り場の社会史』
，吉見俊哉，河出文庫
『増補 広告都市・東京――その誕生と死』
，北田暁大，ちくま学芸文庫
『商業空間は何の夢を見たか――1960〜2010 年代の都市と建築』
，三浦展・藤村龍至・南後由和，平凡社

７.成績評価の方法
平常点５０%，調査報告書５０%

８.その他
グループ課題やプレゼンテーションの回数が多い授業のため，モチベーションの高い学生の履修を歓迎します。
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基礎ゼミナール

日置

貴之

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
（１）授業の概要
私たちは日頃、何気なく文化・芸術に親しんでおり、また研究や批評の領域では、小説や音楽・映画・演劇といった、文化・芸
術のさまざまなジャンルの「作品」が分析の対象となる。しかし、私たちが文化・芸術に触れるためには、また「作品」が成立
し、鑑賞されるためには、何らかの方法によって文化・芸術を「届ける」という行為が必要である。
本演習では、日本の古典芸能と現代舞台芸術を特に取り上げ、舞台がどのように作られ、観客に「届け」られるかを考えてい
く。
授業では、教員やゲスト講師によるレクチャーを行った上で、各回のテーマに関して受講者によるディスカッションを行う。
その上で、受講者には数人のグループを作り、春学期・秋学期のそれぞれ、授業内容を踏まえた上でさらに各自で必要な調査
等を行い、レポートを作成してもらう。
ゲスト講師は、実際に古典芸能や現代舞台芸術の創造に関わる人々を招くことを予定している。また、文化施設の見学や実演
の鑑賞を行う可能性もある。
（２）到達目標
社会の中で文化・芸術がどのような意味を持ち、どのように機能しているのかを、実例に基づいて調査することにより、文化・
芸術に対する知識を身につけ、理解を深める。その上で、調査に基づいて考察を行い、その結果を他者に伝えることができる
ようになる。

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

春学期イントロダクション
私たちの身の回りにはどのような文化・芸術が存在するか
文化・芸術は「必要」なのか
文化・芸術と商業
古典芸能（１）日本の古典芸能のさまざま（１）
古典芸能（２）日本の古典芸能のさまざま（２）
古典芸能（３）日本の古典芸能のさまざま（３）
古典芸能（４）古典芸能の制作（１）
古典芸能（５）古典芸能の制作（２）
グループワーク（１）
グループワーク（２）
グループワーク（３）
グループワーク（４）
春学期のまとめ
秋学期イントロダクション
現代舞台芸術（１）舞台芸術のさまざま
現代舞台芸術（２）舞台芸術と経済
現代舞台芸術（３）舞台芸術の制作（１）
現代舞台芸術（４）舞台芸術の制作（２）
現代舞台芸術（５）舞台芸術の制作（３）
現代舞台芸術（５）舞台芸術と批評
グループワーク（５）
グループワーク（６）
グループワーク（７）
グループワーク（８）
グループワーク（９）
グループワーク（10）
まとめ

３.履修上の注意
特になし。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回の内容に応じて、事前に資料を提示するので、必ずそれらを読み、予習を行った上で授業に参加すること。

５.教科書
特に指定しない。

６.参考書
特に指定しない。

７.成績評価の方法
授業でのディスカッション 50%、グループレポート 50%。

８.その他
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基礎ゼミナール

堀口

悦子

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
ジェンダーの問題は，何か特別なことではなく，実は身近なところに，たくさんある問題である。けれども，つい見逃してし
まうような，危うさを持った問題でもあることは確かである。
本ゼミでは，アメリカのテレビドラマシリーズである，
『アグリー・ベティ』の視聴を通して，多様なジェンダーの問題をは
じめいろいろな問題に気付こう。事前に、動画配信サービスを利用して、視聴しておいてほしい。
家族，親子，兄弟姉妹，友人，恋愛，学歴，摂食障害，アルコール依存，薬物依存，ゲイやトランス・ジェンダーを含むセク
リュアリティ，ファッション業界，ドメスティック・バイオレンス（DV）
，ニューヨークの大都市の問題など，一つのドラマに
様々な要素が織り込まれている。ドラマ自体は，少々古い作品ではあるが，描かれているエッセンスは年月が経ても色あせな
い。
一つのテレビドラマを継続的に視聴しながら，上記のような多様な問題や視点の発見を目指す。ただ，漫然とテレビドラマ
を見るだけではなく，積極的にドラマから学ぼうとする姿勢で視聴してほしい。
ドラマの中に描かれた，自分が関心を持ったテーマについて，レポートを書くことが到達目標である。レポートは年内に完
成させ，冬休み中に 1 年生のゼミ生全員のレポートを読み，短い講評を各人のレポートについて書く。自分たちの書いたレポ
ートを，担当教員に読んでもらうだけではなく，ゼミ生全員がお互いのレポートを読むことによって，多様なテーマがあるこ
とだけではなく，一口にレポートといっても，様々な書き方があることを学ぶ。
年明けの２回のゼミでは，そのお互いの講評をもとに，意見を出し合い，フィードバックする。
毎回のゼミでは、前半に上記のテレビドラマの意見や感想を出し合う。後半は、教科書の輪読やイベント参加のための研究
活動等を行う。
夏休みには，合宿を２泊３日で，国立女性教育会館で行う。宿泊費食事代等で，約 1 万円＋交通費。秋には，イベントもあ
る。
春学期の初期に，
『恋愛基本のキ』打越さく良 岩波ジュニア新書を読み、DV やデート DV の基本的なことを学ぶ。授業で輪
読し、春学期の最後のゼミに読後感を書いたものを提出する。
１年生の最初に，読む力・書く力を付けることも目指す。

２.授業内容
第１回 イントロダクション
第２回 『アグリー・ベティ』第１回意見交換・教科書輪読
第３回 『アグリー・ベティ』第２回意見交換・教科書輪読
第４回 『アグリー・ベティ』第３回意見交換・教科書輪読
第５回 「アグリー・ベティ」第４回意見交換・教科書輪読
第６回 『アグリー・ベティ』第５回意見交換・教科書輪読
第７回 『アグリー・ベティ』第６回意見交換・教科書輪読
第８回 『アグリー・ベティ』第７回意見交換・教科書輪読
第９回 『アグリー・ベティ』第８回意見交換・教科書輪読
第 10 回 『アグリー・ベティ』第９回意見交換・教科書輪読
第 11 回 夏合宿の事前学習①
第 12 回 夏合宿の事前学習②
第 13 回 外部講師の講演
第 14 回 春学期のまとめ
第 15 回 『アグリー・ベティ』第９回意見交換・教科書輪読
第 16 回 『アグリー・ベティ』第 10 回意見交換・教科書輪読
第 17 回 『アグリー・ベティ』第 11 回意見交換・教科書輪読
第 18 回 『アグリー・ベティ』第 12 回意見交換・教科書輪読
第 19 回 『アグリー・ベティ』第 13 回意見交換・教科書輪読
第 20 回 『アグリー・ベティ』第 14 回意見交換・教科書輪読
第 21 回 『アグリー・ベティ』第 15 回意見交換・教科書輪読
第 22 回 『アグリー・ベティ』第 16 回意見交換・教科書輪読
第 23 回 『アグリー・ベティ』第 17 回意見交換・教科書輪読
第 24 回 『アグリー・ベティ』第 18 回意見交換・教科書輪読
第 25 回 『アグリー・ベティ』第 19 回意見交換・教科書輪読
第 26 回 『アグリー・ベティ』第 20 回意見交換・教科書輪読
第 27 回 ゼミ生のレポートの講評①
第 28 回 ゼミ生のレポートの講評②
:*諸事情により、変更することがある。

３.履修上の注意
毎回，じっくりとテレビドラマを視聴してください。必ず，何らかの発見があるはずである。
教科書 2 冊で、基本的なことを学び、これをきっかけに、多様なジェンダー問題を考えてみてほしい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
若者のテレビ離れが激しいが，たまにはテレビを見てみよう。
教科書の必要な部分は、ゼミの前に読んでおいてほしい。

５.教科書
『恋愛基本のキ』

打越さく良

岩波ジュニア新書

６.参考書
各自で，ドラマ、映画、小説

漫画など参考になるものを探してください。

７.成績評価の方法
積極的なゼミ参加 30％，合宿・イベントへの参画 50％，レポート 20％

８.その他
大学で学ぶテーマがない方もある方も，参加してみよう。
いろいろなイベントに参加する機会の多いゼミなので、とにかく 1 年間を通して忙しいが、やりがいはあると思う。
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基礎ゼミナール

宮川

渉

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
本ゼミナールの目的は，私たちが日常当たり前に接している音や音楽がいったいどういうものなのかを考えることにあります。
ある音楽の理解を深めることは，音楽の知識を身につけるだけでなく，その音楽が生まれた環境や社会を知ることにもつなが
ります。それ故，音楽はあらゆる分野に通じる学際的な分野であると考えられます。
具体的にこの授業では，創作や演奏といった音楽の実践に取り組むと同時に音楽を研究するという実践と研究の両方のアプロ
ーチを身に付けることを目指します。これは音楽に限らず多くの研究には，実践的側面と理論的側面の両方が必要だと考えら
れるからです。受講者は，実践テーマと研究テーマ，その両方のテーマを設定し，作業に取り組みます。それぞれのテーマの課
題に対してプレゼンとディスカッションを行います。実践テーマでは，既存の曲，もしくはそれをアレンジしたもの，または
ゼミ内で制作したものの演奏をゼミのメンバー全員で行なうといったことも試してみたいと考えています。

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

a のみ：イントロダクション
音楽制作方法の紹介・研究課題の構築方法
アレンジ⑴・研究課題についての話し合い
アレンジ⑵・自己紹介 グループ⑴
アレンジ⑶・自己紹介 グループ⑵
アレンジ⑷・自己紹介 グループ⑶
アレンジ⑸・自己紹介 グループ⑷
アレンジ演奏
実践・研究課題準備⑴
実践・研究課題準備⑵
実践・研究課題準備⑶
実践・研究課題準備⑷
プレゼン⑴
プレゼン⑵
a のみ：前期の総括と今後の予定
実践・研究課題準備⑴
実践・研究課題準備⑵
実践・研究課題準備⑶
実践・研究課題準備⑷
実践・研究課題準備⑸
実践・研究課題準備⑹
実践・研究課題準備⑺
実践・研究課題準備⑻
実践・研究課題準備⑼
プレゼン⑴
プレゼン⑵
プレゼン⑶
プレゼン⑷

３.履修上の注意
授業内容は変更することがあります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
実践テーマと研究テーマの準備や作業は授業時間だけでは不十分なので，授業時間外にも取り組む意欲と時間が必要です。

５.教科書
特にありません。

６.参考書
必要に応じて参考文献を紹介します。

７.成績評価の方法
授業内での取り組み 30％，成果発表 70％

８.その他
音楽経験者，未経験者に関係なく，いろいろなものに好奇心があり，やる気のある積極的な人を歓迎します。曲作り，演奏，楽
曲分析などを行う上では楽譜を使用することがあります。
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基礎ゼミナール

宮本

真也

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
情報コミュニケーション学という学問において重要なポイントの一つは，社会と個人の関わり合いをどのような視点から観
察し，分析し，いかなる言葉で語るのかにある。普段私たちは「当たり前」のこととして，日常生活において誰かとコミュニケ
ーションをおこなう。しかし，この「当たり前」は，本当は特定の（例えば 21 世紀の日本の）文化，社会，世界についての考
え方に強く影響を受けている。社会や，自分自身のあり方を，正確に理解しようとするなら，こうした影響関係を明らかにで
きなければならない。そのために社会学という学問は，いろいろな理論や方法を生み出してきた。本演習では社会学的視点と
考え方，分析の方法を身につけるという，いわば基礎的な「筋トレ」をおこなう。
まずは社会学の歴史とテーマについての入門的なテキストを参加者全員が前もって読み，担当者にポイントを絞って発表を
行ってもらう。そしてその後で参加者が自由に議論をすることで，テキストについてのお互いの理解を確かめ合う。ここでは，
扱ったテキストの内容を歴史的現象，具体的な社会問題，身の周りの出来事を例として検討することをおこなう。このように
して，まずは社会学が扱ってきた対象とその説明のあり方を，応用して考えることができるようにトレーニングしてみたい。
みなさんが今まで漠然と見ていた日常的な事柄を社会学的に，個々の出来事における個人，社会，文化の絡まり合いに注意し
て観察するためのセンスを磨くことがこのゼミの目的である。私たちの生活のあらゆる領域において，出来事をクリアーに観
察，分析し，問題点を指摘し，その解決の糸口を探すためには，このセンスが必要であると考えられる。
また，これらの思考のトレーニングは，それだけではなかなか具体的に理解したり，学ぶ楽しみなどが得られにくいかも知
れない。したがって,合間にテーマに関係する映像作品（ドラマ,映画,ドキュメンタリー）を共に鑑賞して意見を交換したい。

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

イントロダクション１ 春学期の進め方について
社会と行為
集団
家族
都市
映像作品と社会１
逸脱
歴史
コミュニケーション
宗教
映像作品と社会２
ジェンダー
現代社会
まとめの討論
イントロダクション２ 秋学期の進め方について
文献講読と報告１−１
文献講読と報告１−２
文献講読と報告１−３
映像作品と社会３
文献講読と報告２−１
文献講読と報告２−２
文献講読と報告２−３
映像作品と社会４
文献講読と報告３−１
文献講読と報告３−２
文献講読と報告３−３
映像作品と社会５
まとめの討論

３.履修上の注意
自分の報告の日でなくとも，テキストは読んでくること。積極的な発言は高く評価するので，話す機会を利用すること。
また，開講時にコロナ禍がまだ沈静化していない場合でもなるべく通常の対面授業ができるように努力するが，その場合，
授業者と相談して授業日と時間を変更することがある。大学における授業をより充実させるため，あるいはみなさんの大学生
活をより豊かにするための策であるので協力していただきたい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
報告者は，グループ内の他の報告者と打ち合わし，理解を確認しておくこと。
また，当日報告者以外の参加者も，テキストは読んで望むこと。復習としては，ゼミでの不明点をまとめておき，次回に質問
できるようにしておくことが重要である。

５.教科書
『大学 4 年間の社会学が 10 時間でざっと学べる』
，出口剛司，KADOKAWA
秋学期については、参加者と相談して決定する。

６.参考書
７.成績評価の方法
発表 50％，レポート 50％。ただし出席状況が悪い場合は評価しない。

８.その他
間違いを恐れず，積極的に疑問や意見をぶつけてください。
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基礎ゼミナール

山内

勇

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
皆さんは，イノベーションが企業の成長や，一国の経済成長にとって重要だという話は色々なところで耳にしているでしょ
う。しかし，イノベーションが何かと聞かれると，説明することは意外に難しいと思います。
このゼミでは，イノベーションや，それを分析するための道具としての経済学について，基本的な考え方を学習します。具
体的には，自分の気になる製品・サービスを取り上げ，それを生産・販売している会社の開発戦略や市場戦略を分析していき
ます。それにより，イノベーションのプロセスを直観的に理解し，経済学的に説明できるようになることを目標としています。
なお，その過程で，文献を調べ，データを集め，集計し，資料をまとめ，プレゼンするという，大学での学習に必要な一連のス
キルを身に付けることも，この授業の目的です。

２.授業内容
第１回 イントロダクション
第２回 プレゼン資料の作成方法
第３回 グループワーク：イノベーションの基礎概念
第４回 グループワーク：ターゲティング
第５回 グループワーク：戦略論
第６回 グループワーク：先行技術調査、PEST 分析
第７回 グループワーク：ファイブフォース
第８回 グループワーク：SWOT 分析
第９回 グループワーク：消費者の課題と解決手段の提供
第１０回 グループワーク：課題解決手段としての製品開発
第１１回 グループワーク：先行技術調査
第１２回 グループワーク：製品差別化
第１３回 グループワーク：中間報告(1)
第１４回 グループワーク：中間報告(2)
第１５回 データ分析の基礎１：データの入手・整形
第１６回 データ分析の基礎２：記述統計
第１７回 データ分析の基礎３：前処理
第１８回 データ分析の基礎４：関数
第１９回 データ分析の基礎５：データの接続
第２０回 データ分析の基礎６：相関・回帰
第２１回 グループワーク：市場・産業分析の方法
第２２回 グループワーク：市場・産業分析の実践
第２３回 グループワーク：技術開発動向分析の方法
第２４回 グループワーク：技術開発動向分析の実践
第２５回 グループワーク：イノベーションの成果指標
第２６回 グループワーク：企業戦略と成果指標の関係
第２７回 最終報告 (1)
第２８回 最終報告 (2)

３.履修上の注意
発言のない学生は授業に貢献していないものとみなします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習:演習で扱うテーマについて，議論に必要となる情報を参考書等から収集しておくこと。また，担当者は報告資料を用意す
ること。
復習：演習での報告内容，議論・コメントを整理し，次の報告にいかすこと。

５.教科書
指定しない（資料を配付する）
。

６.参考書
『イノベーション&マーケティングの経済学』金間大介・山内勇・吉岡（小林）徹著，中央経済社
『世界標準の経営理論』入山章栄，ダイヤモンド社
『マーケティング・サイエンス入門』古川一郎・守口剛・阿部誠著, 有斐閣アルマ

７.成績評価の方法
報告内容（５０%）
，授業への貢献（５０%）

８.その他
データ分析のため，ノートパソコンを持参してもらうことがあります。
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基礎ゼミナール

山本

輝太郎

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
テーマ：クリティカルシンキング入門
【授業概要】
現代社会にはさまざまな「情報」があふれており，玉石混合なものから適切なものを選び，かつ妥当に意思決定を行っていく
必要がある。本ゼミナールでは「情報の海」と化している現代社会において，それを見極める力としての「クリティカルシンキ
ング（批判的思考）
」の習得を目指す。クリティカルシンキングは「論理的，客観的で偏りのない思考であり，自分の推論過程
を意識的に吟味する反省的思考である」と定義され，合理的・科学的な思考に基づき意思決定を行える力とされる。ゼミでは
このようなクリティカルシンキングに対して，
「科学的なデータの読解」および「認知バイアスの影響」という二方面からアプ
ローチする。
具体的には，春学期はテキストを用いてクリティカルシンキングを構成する諸概念を整理し，さまざまな認知バイアスや科学
的データの読み取り方について解説，ディスカッションを通してその理解を深める。特に，
「一見科学的であるかのように装っ
ているが実は科学的とはいえない疑似科学」を中心テーマとして挙げ，主体的に学んでもらう。
秋学期は春学期の内容に基づき，
「リサーチクエスチョン」の具体的な立て方や，実証的な研究のノウハウについてグループご
とに学ぶ。たとえば 2021 年度は，
「見知らぬ人への印象・評価が覆る要因の実験的検討」
「情コミはどんな学部といえるのか？
～教養系学部との比較」「「同担拒否」が生じる理由～日韓比較による分析」などのテーマが研究された。最終的にはオンライ
ン等での成果報告会を独自に開催し，そこでの発表を行ってもらう。
【到達目標】
・根拠に基づき主張を展開できる
・データを正確に読み取ったり解釈できる

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

春学期イントロダクション
クリティカルシンキングを構成する諸概念
エビデンスとは何か？：エビデンスレベルに基づく理解
グループワーク・ディスカッション（１）
データを読み解く①：因果関係と相関関係ほか
グループワーク・ディスカッション（２）
データを読み解く②：四分割表ほか
グループワーク・ディスカッション（３）
認知バイアス①：確証バイアスほか
グループワーク・ディスカッション（４）
認知バイアス②：アンカリング効果ほか
グループワーク・ディスカッション（５）
二重過程理論に基づくヒトの心
春学期まとめ
秋学期イントロダクション
良質な根拠を提供するための研究デザイン
母集団推定と仮説検証の差異
リサーチクエスチョンを立ててみる
研究テーマ設定，グループ作成
グループ研究①：先行研究の調査
グループ研究②：先行研究の整理
グループ研究③：実験素材の作成
グループ研究④：実験条件の検討
グループ研究⑤：実験結果の分析
グループ研究⑥：研究結果の考察
成果報告①
成果報告②
全体まとめ

３.履修上の注意
さまざまなテーマに対して「自分で調べてみたい」
「自分ならどう考えるか」などの好奇心や主体性が抱ける方を募集します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
春学期：教科書担当章の発表準備，ディスカッション
秋学期：グループ研究

５.教科書
春学期：ハンス・ロスリング『FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10 の思い込みを乗り越え，データを基に世界を正しく見る習
慣』
（日経 BP）

６.参考書
特になし

７.成績評価の方法
出席およびコメントなどの授業平常点（60%）
，ディスカッション，プレゼンテーション（40%）

８.その他
①ゼミ内容が自分の興味関心と合致しているか，あらかじめ担当講師の研究テーマ・研究内容を確認したうえで，受講してほ
しい（下記リンクを参照）
。
担当講師の研究者情報：（reseachmap）
https://researchmap.jp/kitaroyamamoto
担当講師らが構築・運営している研究サイト：
https://gijika.com/
②可能であれば「科学リテラシー」も受講し，本ゼミ内容の理解をより深めてほしい。
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基礎ゼミナール

横田

貴之

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
この授業では，日本に暮らす我々にとっての異文化や昨今の国際情勢について、中東とイスラームを中心に学びます。中東
やイスラームと聞くと，テロや紛争を思い浮かべる方が多いと思います。しかし，実際に中東諸国やそこに暮らす人々をこの
ようなイメージだけで理解することはできません。このゼミナールでは，政治･経済・社会・文化の多様な側面から中東・イス
ラーム諸国の実態に迫り，我々が属する文化や考え方を相対化することで，異文化を理解するための「初めの一歩」を習得し
たいと思います。また、中東地域という教科書を通じて、国際情勢を考える方法も学びます。
授業においては，春学期に大学での学びに不可欠な基礎的テーマについて，グループ単位での調査，および研究成果の発表
を課す予定です。一連の作業を通じて，異文化や国際情勢に関する理解の基礎を習得するとともに，ディスカッション，プレ
ゼンテーション，文献収集・調査など大学生に必須の基本的スキルを習得することを到達目標とします。秋学期は、12 月に当
学部で開催予定の「
『ガクの情コミ』バーチャル研究交流祭」へ参加し、研究成果の発表をすることを授業の最終的な目標とし
ます。

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

春のイントロダクション：授業の目的と方法（a のみ）
自己と他者を知る方法
大学図書館を学ぶ―文献資料収集の意味
授業内発表方法の説明（PPT）
「常識」とは何か？：文献を読み込む
「常識」とは何か？：ディスカッション
「常識」とは何か？：受講生の発表
「国家」とは何か？：文献を読み込む
「国家」とは何か？：ディスカッション
「国家」とは何か？：受講生の発表
「民主主義」とは何か？：文献を読み込む
「民主主義」とは何か？：ディスカッション
「民主主義」とは何か？：受講生の発表
春学期総括と夏季休暇課題
秋のイントロダクション：授業方法の発展（a のみ）
研究交流祭・研究発表方法に関する説明・準備作業
「紛争」とは何か？：文献を読み込む
「紛争」とは何か？：ディスカッション
「紛争」とは何か？：受講生の発表
研究交流祭のテーマ設定（GW）
研究交流祭のテーマ・RQ に関する G 発表（1）
研究交流祭のテーマ・RQ に関する G 発表（2）
研究交流祭の発表準備（GW）
研究交流祭のゼミ内コンペ
研究交流祭の発表準備（GW）
研究交流祭の発表予行演習
研究交流祭の振り返り
マイカリキュラムの講評＋授業総括

３.履修上の注意
毎学期最初のイントロダクション（第１回・15 回）には必ず出席すること。必ず課題を済ませ，課題発表・ディスカッション
へ主体的に参加すること。
ゼミは学生の皆さんが主役です。ゼミでのディスカッション等において発言しない場合、欠席扱いとなります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業内で適宜指定する文献を必ず事前に読了すること。各テーマの要点の復習のために，文献の読み返しを行うこと。

５.教科書
なし。

６.参考書
授業内で適宜指示する。

７.成績評価の方法
授業内での発表（40％）
，ディスカッションなど授業への貢献（40％）
，レポート（20％）

８.その他
中東・イスラーム，異文化理解，国際情勢に興味を持つ学生を歓迎します。
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基礎ゼミナール

脇本

竜太郎

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
教科書および論文を読んで社会心理学の知見を学ぶとともに，エクササイズや実習を交えて大学での学びに必要なスキルを
習得する。批判的な読み，プレゼンテーション，生産的なフィードバックの仕方，基礎的な量的分析を重視する。
具体的な活動としては，①教科書および論文のレジュメ発表と相互評価，②量的データの分析とグラフィカル表現を行う。
【到達目標】
①社会心理学の重要知見について，その手続きを含めて理解することができる。
②自分の主張を論理的に伝えることができる。
③統計的分析の結果を理解することができる。
④図と表を目的に応じて使い分けることができる。
⑤他者の発表に対して，建設的な批判ができる。

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

イントロダクション
図書館ガイダンス
輪読 影響力の武器第 1 章および第 2 章
輪読 影響力の武器第 3 章および第 4 章
輪読 影響力の武器第 5 章および第 6 章
輪読 影響力の武器第 7 章および第 8 章
輪読 道徳心理学第 1 章および第 2 章
輪読 道徳心理学第 3 章および第 4 章
輪読 道徳心理学第 5 章および第 6 章
輪読 道徳心理学第 7 章および第 8 章
輪読 道徳心理学第 9 章および第 10 章
輪読 道徳心理学第 11 章および第 12 章
R チュートリアル，クラスタ分析の結果を解釈する
春学期の振り返り
論文レジュメ発表のデモンストレーション
論文のレジュメ発表・ディスカッション
論文のレジュメ発表・ディスカッション
論文のレジュメ発表・ディスカッション
論文のレジュメ発表・ディスカッション
論文のレジュメ発表・ディスカッション
論文のレジュメ発表・ディスカッション
論文のレジュメ発表・ディスカッション
論文のレジュメ発表・デイスカッッョン
論文のレジュメ発表・ディスカッション
一対比較，順位法，SD 法の比較
自己概念の測定と R による分析
量的データのグラフィカル表現
総括

※内容は履修者の人数や興味関心に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
履修者の発表に基づいて議論を進めるので，責任をもって準備すること。
テキストや論文の棒読みは発表とはみなさない。
発表担当回に無断欠席した場合，即不可となる。
テキストや文献を多く読むことになるので，そのつもりで履修してほしい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
発表担当でなくとも，発表の該当箇所を読んでおくこと。講義内で理解度を確認するための質問をすることがある。

５.教科書
『影響力の武器 第 3 版』 チャルディーニ，R. B. （著） 社会行動研究会（訳） 誠信書房
『社会はなぜ左と右にわかれるのか―対立を超えるための道徳心理学』ジョナサン・ハイト（著） 高橋 洋（訳）紀伊國屋書店

６.参考書
授業中に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
平常点 50%，プレゼンテーション及び提出物 50％

８.その他
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基礎ゼミナール

和田

悟

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
このゼミナールでは，文献の講読や発表を通じ，学部のプログラムで交流のある東南アジアの事情や現代社会の問題について
学びます。取り上げる本は，できるだけ入手しやすい入門的なテキストを扱います。学んだ事柄を披露し合い，読んで考えた
ことについて意見を交わして，様々な見方を手に入れましょう。
到達目標は，各自が上位学年のゼミナールや授業で役立つ学びスキルを修得することです。また，異なる文化や慣習をもつ
人々とも臆することなく向き合う積極性を養うことです。
なお，留学生とのコミュニケーションは基本的に「日本語」で行います。ただし，みなさんが普段「適当に」使っている日本語
ではうまく意図が通じないことが多いです。交流経験はみなさんの日本語をふり返る大切なきっかけとしてください。

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

イントロダクション
東南アジアと日本経済の関わりについて
『老いてゆくアジア』 （1）
『老いてゆくアジア』 （2）
『老いてゆくアジア』 （3）
『老いてゆくアジア』 （4）
留学生との交流準備
留学生との交流・意見交換
留学生との交流をふり返って
『デジタル化する新興国』
（1）
『デジタル化する新興国』
（2）
『デジタル化する新興国』
（3）
『デジタル化する新興国』
（3）
春学期の総括・夏休み課題について
夏休み課題について / 秋学期の進め方
課題図書①の発表 （1）
課題図書①の発表 （2）
課題図書①の発表 （3）
課題図書①の発表 （4）
課題図書②の発表 （1）
課題図書②の発表 （2）
課題図書②の発表 （3）
課題図書②の発表 （4）
課題図書③の発表 （1）
課題図書③の発表 （2）
課題図書③の発表 （3）
課題図書③の発表 （4）
総括

３.履修上の注意
例年であれば、６月に行われるタイ・ラオスからの短期留学生との交流を実施しますが、新型コロナウィルス感染症の問題か
ら、対面での実施は難しいことが見込まれます。その場合には、オンラインでの交流を実施する予定です。海外の学生との交
流は授業の重要な部分です。留学生とのコミュニケーションに積極的に取り組んでもらう必要があります。コミュニケーショ
ンの点で苦手だったり気後れしたりする人も，これを機会にぜひ積極的に取り組んでください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
基本的に，各回の課題図書について分担を決め順に発表し話し合います。前半部分は交流の際の相手の社会背景や日本との関
わりを考えるのに大切なので，しっかり取り組んでください。
春学期末には，秋学期の準備として課題図書を指定しますので，夏休みの間しっかり取り組んでください。

５.教科書
『老いてゆくアジア』
，大泉啓一郎,中公新書
『デジタル化する新興国』 伊藤亜聖,中公新書など。
2021 年度は，この他『人新生の「資本論」
」を扱いました。

６.参考書
『新興貿易立国論』大泉啓一郎, 中公新書, 岩波新書 ほか

７.成績評価の方法
各回の発表，発言 ４０%, 短期留学生の受入への積極的関与 ３０%, 期末レポート３０%

８.その他
いま社会で求められている「コミュニケーション能力」は同質・同世代の友人の多さで決まるわけではありません。異なる背
景や価値観をもつ人々と共に働けることが大切です。学部で用意している国際交流の機会を是非有効に活かしてください。
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基礎ゼミナール

渡邊

容子

4 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND112J

１.授業の概要・到達目標
大学生活に何を求めていますか。そして、情報コミュニケーション学部で何を学びたいと考えていますか。このゼミナールで
は、大学生活における目的や目標を自ら明確にし、大学で学ぶ意義を自主的に自律的に探索するための基礎知識の構築を目指
します。同時に、社会の中でどのように生きていくのか、どのように働いていくのかなどの問いに関して、大学生活のなかで、
いかなる知識・情報を習得・活用し、自分の価値観、生き方や働き方を考える (キャリアデザイン)基盤を構築することを目的
とします。
授業は、講義とグループワークを中心として、自分のこれまでの経験や知識を活用しつつ、自らの将来の生き方と現在の学
生生活を結びつけ、日々の学生生活の充実が図れることを目標とします。
大学という場を最大限に活かし、多様な経験と学習を積み、自分を成長させる可能性を広げることを到達目的とし、大学で
学ぶ意義を明確にし、加えて、言語表現により自分の「考え」を「伝える」力の習得を目指します。

２.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 15 回
第 16 回
第 17 回
第 18 回
第 19 回
第 20 回
第 21 回
第 22 回
第 23 回
第 24 回
第 25 回
第 26 回
第 27 回
第 28 回

イントロダクション：「大学」とはどんなところか
大学で学ぶ意義とキャリア形成
キャリアデザインとは その意義と目標
大学生活と職業生活のつながり
現代社会に対する興味を考える
情報について考えよう(１) 情報の定義、メディア・新聞の役割
情報について考えよう(２) SNS、個人情報の保護
社会における「ヒト」の役割
キャリアデザインについて(１) 「キャリア」について学ぶ意義
キャリアデザインについて(２) キャリアデザインの実践
文章のまとめ方とレポートの書き方
グループディスカッション入門
書評とは：書評を書いてみよう
春学期レポートの提出と夏季課題について
春学期のふりかえりと秋学期の進め方
夏季課題報告会(１)
夏季課題報告会(２)
自己理解と他己理解：ジョハリの窓などのツールや理論の活用
振り返りと自己理解：モチベーショングラフなどのツールについて
キャリアデザインについて(３) ゲームから自分のキーワードを探す
キャリアデザインについて(４) ゲームを通して、他者の考えを知る
問題の捉え方とレポートの課題について
現代社会における気になる事象と問題点を探す
プレゼンテーションのポイント
２年生に向けて内的キャリアと外的キャリア
プレゼンテーションの実践(１)
プレゼンテーションの実践(２)
まとめと今後の課題

３.履修上の注意
キャリア形成の観点から、学生間・学生と教員間のコミュニケーションを重視します。
無断欠席をしないこと。授業の参加度として出席を重要視します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
大学生活で何をしたいのか、しっかり考えること。常に現代社会の様々な問題に対して関心を持つこと。

５.教科書
特に指定はしません。毎回レジュメを配布します。

６.参考書
『キャリアデザイン講座』
、大宮登

監修、(日経 BP 社)

７.成績評価の方法
授業への参加度 20％、授業内提出物 10％、発表の内容 30％、レポート 40％

８.その他
大学生活を有意義に過ごし、将来に向けた自らの個性を活かした人生選択ができるように、計画的な生活の仕方、自己理解・
進路適性の理解を深める方法や職業について理解を深める努力を望みます。
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問題発見テーマ演習Ａ

岩渕

輝

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 現代社会では，延命治療が「不必要になされている」という批判があります。そうした批判者の多くは安楽死
や尊厳死をすみやかに実施できる社会を望んでいるように見受けられます。しかし他方では，インフォームド・コンセントが
不十分なまま延命治療が打ち切られたり，不必要な延命を中止するという名目の下で実質的には「命の選別」が行なわれるこ
とを危惧する声も上がっています。
『問題発見テーマ演習Ａ』では，安楽死・尊厳死や「命の選別」等の問題を中心に掘り下げます。
ゼミの時間は，全員で読む輪読用テキストを決めて発表当番を割り当て，当番の人に発表していただき，ゼミ生全員で議論
することが中心になります。また，輪読用テキストとは関係なく，日ごろ自分が抱いている疑問を提示し，それについて他の
ゼミ生から意見をもらう時間もとる予定です。他のゼミ生からの質問に答えたり，様々なコメントをもらったりする中で，自
分の考えを深めて下さい。
【到達目標】 このゼミでは，
（1）いのちや生き方に関する諸問題について絶えず考え，自分なりの答えを探る能力，
（3）他の
ゼミ生と議論する能力，を身につけることを主な到達目標とします。

２.授業内容
第１回 はじめに
第２回 安楽死
第３回 尊厳死
第４回 トリアージと「命の選別」
第５回 安楽死・尊厳死に関する社会問題
第６回 安楽死・尊厳死の倫理的問題
第７回 「命の選別」に関する社会問題
第８回 「命の選別」の倫理的問題
第９回 出生前診断ビジネス
第１０回 出生前診断の倫理的問題
第１１回 遺伝子操作に関する社会問題
第１２回 遺伝子操作の倫理的問題
第１３回 現代の優生思想
第１４回 ａのみ：まとめ

３.履修上の注意
履修者が決定した後で参考書の中から輪読用のテキストを 2 冊前後選定し，購入していただく予定です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
発表当番に当たった時は，十分準備して発表して下さい。また，自分が発表当番に当たっていない週でも，輪読用テキスト
は必ず予習・復習し質問を準備してゼミに臨んで下さい。

５.教科書
とくにありません。

６.参考書
『安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと』安藤泰至。岩波ブックレット，2019 年。
『見捨てられる＜いのち＞を考える』安藤泰至・島薗進 編。晶文社，2021 年。
『〈反延命〉主義の時代 －安楽死・透析中止・トリアージ－』小松美彦 ほか編。現代書館，2021 年。
『ルポ「命の選別」 －誰が弱者を切り捨てるのか？－』千葉紀和・上東麻子。文藝春秋，2020 年。
『いのちを“つくって”もいいですか？ －生命科学のジレンマを考える哲学講義－』島薗進。NHK 出版，2016 年。
『完全な人間を

７.成績評価の方法
ゼミにおける発表・ディスカッション：50％。平常点：50％。

８.その他
考えることが好きな人，
「本当のことが知りたい」という気持ちの強い人，本好きの人，普段話す機会があまりない話題につ
いて誰かと話してみたい人，答の無い問題に向かう意欲のある人を歓迎します。ゼミ生の中から，物事を深く考える人がたく
さん出てくれると嬉しいです。
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問題発見テーマ演習Ａ

牛尾

奈緒美

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
１．
授業の概要・到達目標
本ゼミナールでは、今一番社会に求められていること、必要なことは何なのか、問題発見のきっかけとして重要なキーワード
となる SDGs や ESG 経営について考えていく。
SDGs(Sustainable Development Goals)とは、2015 年９月の国連サミットで採択された 2030 年を期限とする先進国を含む国際
社会全体の 17 の開発目標を指す。
「誰一人取り残さない」社会の実現を目指して、経済・社会・環境をめぐるさまざまな課題
に対し、民間企業をはじめ、すべてのステイクホルダ－(利害関係者)の取り組みが求められている。温暖化や水不足などの環
境問題、人権問題や差別などの社会問題など、人類はさまざまな課題に直面しており、世界中の国々や企業、個々人も総力を
あげ課題解決に取り組むべき時が来たといっても過言ではない。
企業の社会的責任に対する注目も年々高まっており、企業が長期的に成長するためには、経営において ESG の 3 つの観点が必
要だという考え方が世界中で広まりつつある。
（ ESG：環境(E: Environment)、社会(S: Social)、ガバナンス(G: Governance)
の英語の頭文字を合わせた言葉）
。
こうした観点から、本授業では、グループに分かれて特定の社会課題を発見し、その課題を設定するに至った根拠となる事
例や具体的問題点を論理的に説明し口頭での研究発表を行う。適宜、社会課題に関する知識の提供として、ビデオ教材や書籍、
論文・記事等の紹介も行い、情報共有を進める。
授業の到達目標は、自分自身の問題意識を仲間と共有しながら議論し、最終的にはグループとしての研究発表にまとめ上げる
能力を養うことにある。情報収集、分析、論理的思考、発表や議論でのコミュニケーション能力の向上も目指していく。

２.授業内容
第一回 イントロダクション
第二回 プレゼンテーション①
第三回 プレゼンテーション②
第四回 プレゼンテーション③
自己紹介を兼ね各自の考える社会的課題についてのプレゼンテーション
第五回 ビデオ視聴、資料、参考文献、記事・論文、企業のサステナビリティ報告書閲覧①
第六回 ビデオ視聴、資料、参考文献、記事・論文、企業のサステナビリティ報告書閲覧②
第七回 ビデオ視聴、資料、参考文献、記事・論文、企業のサステナビリティ報告書閲覧③
第八回 ビデオ視聴、資料、参考文献、記事・論文、企業のサステナビリティ報告書閲覧④
第九回 グループによる研究発表①
第十回 グループによる研究発表②
第十一回 グループによる研究発表③
第十二回 グループによる研究発表④
第十三回 グループによる研究発表⑤
第十四回 総括

３.履修上の注意
毎回、積極的に発言すること。ゼミナールへの参加姿勢により評価を行う。やむを得ず欠席する場合は、理由を添えて事前に
届け出ること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習については、前週に指示するので各自準備をして授業に臨むこと。事前に授業に関わる資料を配布したり調べるべき課題
を指定したりするので、それを読み自分なりの理解と考えを整理すること。

５.教科書
適宜、提示する。

６.参考書
適宜、提示する。

７.成績評価の方法
出席状況と発表の成果や、他のグループの発表に対するコメント、議論等への参加姿勢をあわせて評価する。

８.その他
授業内容は今日的な企業動向や政府方針と直接的に関係するため、履修者は常時、時事問題やニュースに関心を払い、その知
識に基づき議論に参加することが求められる。
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問題発見テーマ演習Ａ

江下

雅之

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
演習の目的は「雑誌を資料として用いるリサーチ」を実践することである。内容としては，メディア史研究の入門演習とし
て，1980〜90 年代のティーンズ・カルチャに注目する。
若者は新しく登場したメディアの先駆的な使い手でもある。それは現在のスマホの利用を見れば理解できるだろう。戦後の
情報環境の変化のなかで，若者たちがメディアをいかにして自分のライフスタイルに組み込んだのか。逆に，若者たちの行動
が情報環境にいかなる変化をもたらしたか。このような視点からも，ユース・サブカルチャーズとメディアの相互関係を考察
していきたい。
この演習では，1980〜90 年代のストリート・スタイルを中心とするティーンズ・カルチャに注目し，サブカルチャとメディ
アの関係を学ぶ。その形成に際しては，それ以前とは異なる若者向け雑誌が大きな役割を果たしたと同時に，ポケベルやプリ
クラなど，新たなメディア環境が若者により社会に浸透した。また，若者のファッションの動向という点でも，その志向のみ
ならず流行の伝搬経路に大きな変化が生じた。
この時代のライフスタイルとメディアとの関係を，実際の雑誌資料を分析することを通じて学ぶ。具体的には，必要な前提
知識を学ぶための講義をテーマごとにおこない，それにより習得できた知見を用い，1）表紙，2）広告，3）目次，4）特集記事
など，雑誌の分析実務で調査対象となるポイントの分析を，ワークショップ形式による作業で実践し，雑誌を用いたリサーチ
実務の基本を習得することを到達目標とする。
なお，分析対象の雑誌は 1980〜90 年代の『Gals Life』
『Popteen』
『egg』
『olive』
『CUTiE』を予定している。

２.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

演習を進めるためのガイダンスおよびティーンズ・カルチャに関する解説
リサーチのための講義（1）付属高文化とオリーブ少女
ワークショップ（1）課題（オリーブ少女と初期ギャル文化）の解説ほか
ワークショップ（1）雑誌資料の整理と分析
ワークショップ（1）レポートの作成
リサーチのための講義（2）いわゆるヤンキー文化の形成
ワークショップ（2）課題（80 年代のティーン誌の変容）の解説ほか
ワークショップ（2）雑誌資料の整理と分析
ワークショップ（2）レポートの作成
リサーチのための講義（3）渋谷のギャル文化と裏原系
ワークショップ（3）課題（90 年代のストリート・カルチャ）の解説ほか
ワークショップ（3）雑誌資料の整理と分析
ワークショップ（3）レポートの作成
演習のまとめ

３.履修上の注意
「講義と演習」の内容は，最終的には全体を網羅する予定だが，実際の順序は大幅に変更される場合がある。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
演習で取りあげる事柄について，最低限の意味や社会的背景などを可能な範囲で調べておくこと。

５.教科書
指定しない。

６.参考書
演習では，難波功士『族の系譜学』
，アクロス編『ストリート・ファッション 1945-1995』を参考資料に用いる予定である（一
部変更される可能性がある）
。

７.成績評価の方法
ワークショップの成果で評価する（100%）
。ただし, 無断欠席が 3 回に達した時点で不合格とし,以後の出席を認めない。

８.その他
雑誌メディアの拡張プロセスや役割に関心がある者の参加を歓迎する。テーマは楽しげに感じるかもしれないが,演習でおこな
う作業はひたすら地味なので,退屈な作業を苦にしない忍耐力が求められる。質問がある者は twitter アカウント@massa27 の
プロフィールに掲載されたアドレス宛に問い合わせること。
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問題発見テーマ演習Ａ

小田

光康

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
このゼミのテーマは「メディア教材開発入門」です。教員は国立感染症研究所や世界保健機関（WHO）
、そして米国疾病予防管理
センター（CDC）の研究者らと、東南アジアで感染症予防のためのメディア教材開発の研究に携わっています。その対象は狂犬
病の予防です。この感染症は世界で年間約 15 万人の死者を出す重篤な感染症で、WHO は 2030 年までに撲滅を目指しています。
けれども、そのめどが立たない状況が続いています。そこで、メディア教材の導入が求められています。
この問題の背景には教育、言語、民族、政治、格差、貧困、階級、宗教、メディアといった社会問題が複雑に絡み合っていま
す。この問題解決のためのメディア教材の開発には、医学・獣医学、公衆衛生学の知見だけでなく、教育学、社会情報学、経
済・経営学、統計学などの知見も採り入れる必要があります。
このゼミではワークショップ形式で、感染症予防や公衆衛生のためのメディア教材の開発を進めていきます。そして、情報と
コミュニケーションという視座から、国際と学際にまたがるメディア教材製作の初歩的な手法を習得することを目的とします。
このゼミでは和泉キャンパスで指定した土曜日にタイの社会的背景や公衆衛生、メディア教育に関する基礎知識を習得する集
中演習を行います。その後、明治大学のセミナーハウスで 1 泊 2 日のワークショップを開き、２−３人のグループごとの課題調
査と発表・討論会、まとめを実施します。

２.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

タイとメディア教育に関する基礎知識（和泉）
狂犬病と公衆衛生に関する基礎知識（和泉）
疫学的研究法の基礎知識（和泉）
グループ分けとテーマ設定（和泉）
ワークショップ：課題調査（１）
（セミナーハウス１日目）
ワークショップ：課題調査（２）
（セミナーハウス１日目）
ワークショップ：課題調査（３）
（セミナーハウス１日目）
ワークショップ：課題調査（４）
（セミナーハウス１日目）
中間発表（セミナーハウス１日目）
ワークショップ：アウトプット制作（1）
（セミナーハウス２日目）
ワークショップ：アウトプット制作（2）
（セミナーハウス２日目）
ワークショップ：アウトプット制作（3）
（セミナーハウス２日目）
ワークショップ：アウトプット制作（4）
（セミナーハウス２日目）
最終発表，まとめと反省（セミナーハウス 2 日目）

３.履修上の注意
このゼミは土曜日午前中に和泉キャンパスで 1 回，明治大学セミナーハウスで１泊２日の合宿形式で実施します。ワークショ
ップ形式の協働学習なのですべての授業に出席することを履修要件とします。また，合宿参加費として約１万円が必要です。
理科系の事前知識は必要ありません。パソコンは各自用意すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
事前に東南アジア諸国，特にタイの政治・経済・社会・医療について調査してくること。

５.教科書
『公衆衛生』
『社会福祉への招待』共に放送大学教材
『タイを知るための 72 章』綾部真雄編，明石書店
『ズーノシス（人獣共通感染症）ハンドブック』岸本寿夫，山田章雄編，Medical Science

６.参考書
『疫病と世界史（上）
（下）
』ウィリアム・マクニール著，佐々木昭夫訳，中公文庫
『実践フィールドワーク入門』佐藤郁哉著，有斐閣

７.成績評価の方法
ワークショップへの参加度（50％）とアウトプット内容（50％）で評価する。全授業の出席を最低条件とする。

８.その他
学生同士で，ある問題について徹底的に考え，議論し，答えを出すアプローチを学んでください。
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問題発見テーマ演習Ａ

川島

高峰

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
到達目標
本ゼミナールでは平成の社会文化の 30 年史について、次の三つの問いから学びことにします。
１
２
３

平成 30 年間の社会文化は，一体、あの時代の何を現わしていたのか？／象徴していたのか？
それは今日の日本の社会文化、政治経済に何をもたらしているのか？
そして、私たちはどんな未来の社会文化を創造していくのか？
この三つの問について学生が学び、考え、議論し、将来、その実践に資するものを養うことを到達目標としています。

授業の概要
平成の３０年間といっても学生諸君の多くは平成 15（2003）年前後の生まれで、平成時代の特色がある程度、固まった正に
平成のど真ん中に生まれてきた世代になります。もの心ついてから記憶にある平成時代とは平成 20（2008）年前後からでしょ
う。従って、授業では次のことを説明します。
第一は、平成の社会文化の起原をサブカルチャーと脱昭和／ポスト昭和／反昭和に見出すことにし（勿論、これが正解とい
うわけではないが）
、これについて解説をします。これらの理解の下に何等かの代表的なアニメ等の作品や流行現象などについ
てのレビューを成果物として作成（個人もしくは集団で）してみましょう。
第二は、平成の社会文化の出来事、事実関係についての確認と解説です。
その上で、次のことを考え、実践してみましょう。
第一に、学生にとって自分たちの世代や時代というものはどういうものなのか、その定義を試みる。
第二に、何らかの代表的なコンテンツについてのレビュー（読み解き）を行う。
第三に、政府は「デジタル都市田園国家構想」ということを少子高齢化等、何かと多くの問題に直面している地域社会の創
成に役立てようとしているが、これについてどのようなことができるのかについて考えてみる。
なお元号をもって時期区分とすることには妥当性がある部分と全くない部分がある。またシラバス上の時期区分は暫定的な
ものである。これついては授業で説明することとする。

２.授業内容
第１回 平成社会文化の前史 0 元号、昭和文化
第２回 平成社会文化の前史 1 サブカル・グローバル編
第３回 平成社会文化の前史 2 サブカル・ジャパン編 1
第４回 平成社会文化の前史 3 サブカル・ジャパン編 2
第５回 平成の社会文化史１ 終焉の時代とバブル（1989～1994 年）
第６回 平成の社会文化史 2 阪神淡路大震災／オウムと溶けていく社会・昭和（～2000 年）
第７回 平成の社会文化史 3 内「遊」外患の 2000 年代
第８回 平成の社会文化史 4 無縁社会と３１１以降
第９回 平成の社会文化史 レビュー学習 １
第１０回 平成の社会文化史 レビュー学習 ２
第１１回 平成の社会文化史 レビュー学習 ３
第１２回 デジタル都市田園国家構想でどんな地方文化構想ができるのか １
第１３回 デジタル都市田園国家構想でどんな地方文化構想ができるのか ２
第１４回 デジタル都市田園国家構想でどんな地方文化構想ができるのか ３

３.履修上の注意
必須ではありませんが、本ゼミの理解と学生間の親睦を深めるためにできるだけ講義科目「政治学」の履修をすることをおす
すめします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
平成の自分史をワードなどで年譜風にまとめておきましょう。自身と日本と世界の政治・社会・経済・文化の出来事について
の年表のようなものです。

５.教科書
特定の教科書というものはありません。そもそも，教科書のない問題ばかりですが、
『キーワードで見る 平成カルチャー30 年
史』三栄書房は、カタログ的に整理されていて便利です。内容がとても軽いので気楽に読めて良いでしょう。

６.参考書
宮沢章夫『ニッポン戦後サブカルチャー史』NHK 出版、面白いが、昭和世代による昭和世代のための回顧の観があり、平成世代
には共感がしにくい語りかもしれない。しかし、日本のサブカルの歴史を戦後から 2013 年まで俯瞰するにはよいですよ。
古市憲寿『絶望の国の幸福な若者たち』講談社 指摘していることはとても正しい。作者の人柄の好悪はともかくとして。昭
和と平成の世代的な交錯と断絶を考えるのにとても良い。
吉見俊也『都市のドラマトゥルギー』河出文庫、日本の社会文化論の古典です。但し明治大正まで遡って始まりま

７.成績評価の方法
平常点 60％（授業態度と積極性--出席回数そのものは加点対象にしませんが、授業態度と積極性が採点対象なので、出席しな
いというのは全く採点対象にならないということになりま）
，活動成果の質評価 40％

８.その他
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問題発見テーマ演習Ａ

清原

聖子

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
アメリカの音楽といえば，皆さんは何と答えるだろうか。アイゼンハワー政権時代，国内ではまだ公民権法が制定されてお
らず，南部にはジムクロウ法が残り，黒人に対する人種差別が大きな問題となっていた。一方，アメリカを取り巻く国際環境
は冷戦時代に入り，国務省はアメリカの文化的魅力を世界に発信するため，最高のジャズミュージシャンを「ジャズ大使」と
して世界各国に派遣する文化紹介プログラムに着手した。アメリカの公共放送，PBS のクリップ動画「ジャズ大使」では，アメ
リカ国内に激しい人種差別が残っていた一方で，ソ連によるアメリカの人種差別批判に対抗するため，ディジー・ガレスピー
ら黒人ジャズミュージシャンが「ジャズ大使」として派遣された模様が描かれている。
本ゼミナールでは，アメリカにおける人種差別の歴史を踏まえ、
「ジャズ大使」の派遣に代表される冷戦期のアメリカ文化外
交政策に焦点を当て，文献やドキュメンタリー番組を通じてアメリカ政治外交史への理解を深めていく。授業の進め方は，教
科書の輪読を中心に，教員による解説を組み合わせて、履修者同士のディスカッションの時間を重視する。
【到達目標】
本授業は、3 年次以降，現代アメリカ政治論や国際関係論などを研究する上で役立つ基本的な知識と資料収集力を身に付け，
プレゼンテーション能力を高めることを到達目標とする。

２.授業内容
第１回 イントロダクション
第２回 アメリカの外交政策形成過程の仕組みとパブリック・ディプロマシー（講義）
第３回 アメリカのジャズの歴史に関するドキュメンタリー番組（１）
・ディスカッション
第４回 アメリカのジャズの歴史に関するドキュメンタリー番組（２）
・ディスカッション
第５回 教科書輪読（１）
第６回 教科書輪読（２）
第７回 教科書輪読（３）
第８回 教科書輪読（４）
第９回 教科書輪読（５）
・書評レポートフィードバック
第１０回 教科書輪読（６）
・研究テーマ相談
第１１回 教科書輪読（７）
・研究テーマ決め
第１２回 学期末リサーチプレゼンテーション発表準備
第１３回 学期末リサーチプレゼンテーション発表
第１４回 まとめ
＊授業内容や順番には変更の可能性があります。

３.履修上の注意
無断欠席をしないこと。補講として、6/25（土）２限にアカデミーホールで行われるピアニストの実演と講義を組み合わせた
授業への参加を勧める。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回教科書の指定された箇所を読んでディスカッションに臨むこと。日ごろからアメリカ政治関連のニュースについて，テレ
ビや新聞，オンラインニュースなどで情報収集しておくことを勧める。

５.教科書
『ジャズ・アンバサダーズ

「アメリカ」の音楽外交史』斎藤嘉臣，講談社選書メチエ（2017）

６.参考書
『教養としてのアメリカ研究』清原聖子（編）
，大学教育出版，
（2021）
『戦後アメリカ外交史第３版』佐々木卓也（編）
，有斐閣アルマ，
（2017）
『アメリカ文化外交と日本―冷戦期の文化と人の交流』藤田文子，東京大学出版会，
（2015）
Music in America's Cold War Diplomacy, Danielle Fosler-Lussier, University of California Press,(2015)
その他、授業中に指示する。

７.成績評価の方法
平常点（出席，ディスカッションへの参加貢献度）５０％，学期末プレゼンテーション３０％、書評レポート２０％

８.その他
本授業は，アメリカ政治・文化・国際関係に興味のある人だけでなく，将来アメリカへ留学を希望する人にとっても役立つで
あろう。
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問題発見テーマ演習Ａ

熊田

聖

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
エンターテイメントを意識した小学生レベルの理科の実験や絵本などを題材として表現の仕方を自分で考え発表します。対人
的 well-being とも言えます。発表では聞き手が理解してくれる，あるいは賛成してくれるように心がけてください。その週の
担当者が自分の考えてきた発表をします。その後，各自で関心のある問題を選択し，ディベートを行います。すなわち 1 回 1 回
のゼミは皆さんが作りあげていく，比較的自由度の高いゼミです。また，与えられたテーマに関してレポートも提出してくだ
さい。その後の授業でレポートのテーマに関する映像をお見せする場合があります。
【到達目標】
１）エンターテイメントを意識した小学生レベルの理科の実験や絵本などを題材として
魅力的な表現を用いて発表できるようになる
２）聞き手が理解してくれる，あるいは賛成してくれるような発表をできるようになる
３）ディベートで説得力を身に付ける
４）毎週のレポート作成により，文章力を身に付ける

２.授業内容
第１回 発表スケジュール決定，名札作成
第２回 発表（学生が各自で決定するため，毎回異なる）
，思索トレーニングテーマ発表（学生が各自で決定するため，毎回異
なる）
，ディベートテーマ決定
第３回 発表，思索トレーニングレポート提出，思索トレーニングテーマ発表，ディベート準備
第４回 発表，思索トレーニングレポート提出，思索トレーニングテーマ発表，ディベート準備
第５回 ディベート
第６回 質疑応答形式発表，ディベートのテーマに関するレポート提出，思索トレーニングテーマ発表
第７回 質疑応答形式発表，思索トレーニングレポート提出，思索トレーニングテーマ発表
第８回 質疑応答形式発表，思索トレーニングレポート提出，思索トレーニングテーマ発表
第９回 質疑応答形式発表，思索トレーニングレポート提出，思索トレーニングテーマ発表
第 10 回 ＳＨＯＷ，思索トレーニングレポート提出，思索トレーニングテーマ発表
第 11 回 ＳＨＯＷ，思索トレーニングレポート提出，思索トレーニングテーマ発表
第 12 回 ＳＨＯＷ，思索トレーニングレポート提出，思索トレーニングテーマ発表
第 13 回 商品開発ゲーム
第 14 回 商品開発ゲーム

３.履修上の注意
このゼミは，現代社会の問題に対して関心を持ち，調査，分析に関心があり，またグループでの活動，他者との人間関係を築け
る学生に適しています。また，調査は各自で行ってもらうので自由度は高いですが，詳細に分析し，工夫して発表する必要が
あるので，熱意のある学生が望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
ＳＨＯＷの準備，思索トレーニングレポート作成

５.教科書
「意思決定論理」

熊田聖

泉文堂等，詳しくは授業内で連絡します。

６.参考書
書籍については，授業内で連絡します。

７.成績評価の方法
評価は，
１）レジュメと発表内容 30％
２）発表者へのアドバイス 30％
３）ディベートへの参加 20％
４）思索トレーニングへの参加 20％
以上４点で行います。

８.その他
出席点はないため，発表，ディベート，思索トレーニングへの自発的な参加をする学生に適しています。重要なのは，詳しく調
査した内容を「いかに仲間に理解してもらうように伝えるか」という熱意です。
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問題発見テーマ演習Ａ

後藤

晶

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
テーマ：
「社会科学・行動科学のためのデータサイエンス入門」
授業の概要：
我々の生活は，常にデータに付きまとわれている．例えば，メールや GPS による位置情報や EC サイトによる購入情報などの
大規模な行動データや SNS でのやりとりなどはその典型例である．これらのデータは大量に存在しており，様々な人間行動を
反映している．これからの時代には，
「データ」に対する理解は必要不可欠となるであろう．
昨今では，
「計算社会科学」という学術領域が確立されつつある．これはビッグデータや集合知などに関するモデリングや，
SNS 解析，インターネットを用いた調査法，オンライン実験などの手法を用いて，定量的に社会科学的な課題にアプローチする
研究領域である．計算社会科学はコンピュータ技術の発展に支えられており，その技術発展によって社会科学研究の新たなフ
ロンティアが創出され，社会科学研究の潮流に大きな影響を与えつつあるが，いずれの研究においてもビッグデータと呼ばれ
る「大量のデータ」を適切に分析し，うまく「付き合う」能力が必要となる。
本演習では，このような「ビッグデータ」の時代を乗り越えるために，社会科学・行動科学で活用するためのデータサイエン
スの基礎を学ぶ．具体的には，フリーの統計ソフトである R を用いてデータ分析の基礎を学ぶ．この中でも，記述統計量の算
出とデータの整理と可視化，および RMarkdown を用いたレポーティング（報告資料の作成）について学ぶ．
なお，本演習ではデータサイエンスに関わるプログラミング要素も学ぶが，過去のプログラミング経験は問わない．過去に
プログラミングを学んだことがない学生も臆せず参加してほしい．
到達目標：
1. データサイエンスの重要性を説明できる．
2. 記述統計量の意義を理解できる．
3. 必要に応じたデータの整理と可視化ができる．
4. RMarkdown を用いた報告資料の作成ができる．

２.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

イントロダクション
記述統計量の算出（1）
記述統計量の算出（2）
記述統計量の算出（3）
データの整理（1）
データの整理（2）
データの整理（3）
報告資料の作成（1）
報告資料の作成（2）
報告資料の作成（3）
データの可視化（1）
データの可視化（2）
データの可視化（3）
総括

３.履修上の注意
・演習形式の授業であるために，出席を重要視する。また，発表担当者になった場合は必ず発表資料を用意して出席すること。
・この授業では R および RStudio を用いる。授業でも紹介するが，自宅の PC にも R および RStudio をインストールすること。
・可能であれば PC を持参して演習に参加すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
小課題の提出・発表の準備等が必要となる。

５.教科書
・『R ユーザのための RStudio[実践]入門』
，松村優哉，湯谷啓明，紀ノ定保礼，前田和寛，技術評論社
・『データ分析のためのデータ可視化入門』
，キーラン・ヒーリー (著), 瓜生 真也, 江口哲史, 三村喬生(訳)，講談社

６.参考書
必要に応じて紹介する．

７.成績評価の方法
授業への貢献 50%，課題の評価 50%。

８.その他
演習形式としているが，授業内ではグループワークを重視する。担当教員が開講する「問題発見テーマ演習 A」と「問題発見テ
ーマ演習 B」は異なるテーマを中心とするために連続して受講することを勧める。しかし，必ずしも連続した受講を前提としな
い。
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問題発見テーマ演習Ａ

小林

敦子

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
◆演習テーマ＊
歌の流行と社会―大正末期人々はなぜ映画館で流行歌を合唱したのか―
１.授業の概要・到達目標
[授業のねらい]
今から約百年前の 1923 年（大正十二年）に起きた関東大震災は東京東部に壊滅的被害をもたらし社会に大きな影響を与え
た。翌年「籠 の鳥」という歌が大流行し、この歌をテーマにした映画では観客も一緒に映画館で大合唱し、警視庁から映画館
での合唱禁止令が出される事態となった。しかしこの歌はかなり暗い内容の歌で現代における「復興支援ソング」とはほど遠
い。インターネットはおろかテレビやラジオもない時代、歌はどのように流行していったのだろうか？この授業では『歌う大
衆と関東大震災』
（永嶺重敏, 2019, 青弓社）の輪読により、流行歌を通してメディアと歌の関連性と、
「合唱する大衆」とい
う現象から社会と歌の関係性を学ぶ。
また履修生は担当部分の要約を作成し全員で議論することにより、文献読解力の養成と論点の見出し方、語彙の意味や内容
の調べ方（資料検索の方法）と引用の方法、議論の方法を学ぶことが、授業のねらいである。
[授業のスケジュールと具体的な内容]
14 回の授業を 2 期に分け、第 1 期は資料の読み方および引用の方法を学び、第 2 期は文献の輪読を行う。毎回の授業では、
講義、作業、グループディスカッション等を適宜組み合わせて行う。
[履修生が取り組む課題]
履修生は、担当部分の要約（A4 2-4 枚程度）を作成する。要約には語彙の意味や内容に関して調べたことも記載し、わから
なかった所や疑問点も明示し他の履修生に問うことで議論を提供する。他の履修生も全員がテキストを熟読して積極的に質問
し要約担当者から提示されたトピックについて議論する。輪読後にコメント文を発表する。

２.授業内容
２.授業内容＊
第１回 イントロダクション（授業の説明・履修生同士の交流・要約担当の割当）
第２回 講義と作業：大正-昭和期の社会状況とメディア
第３回 講義と作業:Wikipedia の使い方
第４回 講義と作業：資料の検索と引用の方法
第５回 輪読 1：
『歌う大衆と関東大震災』―履修生の発表とディスカッション
第７回 輪読 2：
『歌う大衆と関東大震災』―履修生の発表とディスカッション
第８回 輪読 3：
『歌う大衆と関東大震災』―履修生の発表とディスカッション
第９回 輪読 4：
『歌う大衆と関東大震災』―履修生の発表とディスカッション
第１０回 輪読 5：
『歌う大衆と関東大震災』―履修生の発表とディスカッション
第１１回 輪読 6：
『歌う大衆と関東大震災』―履修生の発表とディスカッション
第１２回 輪読 7：
『歌う大衆と関東大震災』―履修生の発表とディスカッション
第１３回 履修生のコメント発表
第１４回 まとめ

３.履修上の注意
履修生には、課題提出のスケジュール管理力、探求心、文献を根気強く読解し解釈する力、自分の考えをわかりやすく説明し
他者の考えを真摯に聞き理解しようとする姿勢が望まれる。感染状況や履修人数等により授業内容とスケジュールは多少変更
する場合がある

４.準備学習（予習・復習等）の内容
資料の読み方と検索に関する作業課題を 2-3 回配信する予定
テキストは全員がよく読んでくること

５.教科書
『歌う大衆と関東大震災』 （永嶺重敏, 2019, 青弓社）
＊配布する予定なので買う必要はありません
資料の検索方法や論述発表の方法に関する資料を Oh-meiji にて適宜配信する

６.参考書
授業内で適宜紹介する

７.成績評価の方法
授業への取組み（課題を含む）[60%],

要約発表（口頭発表）[40%]

８.その他
履修人数等により授業内容とスケジュールは多少変更する場合がある
課題は締め切りまでに提出すること
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テキストは必ず全員が読んでくること

問題発見テーマ演習Ａ

小林

秀行

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
本講義は，３年次からの問題分析・解決ゼミナールの履修に向けた基礎的な研究能力を養うことを第１の目的としています。
研究においては，社会で起こっているさまざまな事柄に対する「問題発見」
，つまり「自分なりの問いを立てる」ということが
とても重要になります。しかし，この「自分なりの問いを立てる」ということは言葉にするほど簡単なことではなく，社会の中
で起きている事柄を自ら調べ，これまでは何が問題とされてきたのかを学び，ときには参加や観察のような体験を通して理解
するなどといった，問題を発見しようという積極的な努力がなければ，容易には得ることができません。本講義，
「問題発見テ
ーマ演習Ａ」では，自然災害を主な事例として取り上げ，このような「自分なりの問いを立てる」という能力を養うための取り
組みを行います。わが国では自然災害が頻発することから，被災地の状況や，現場で発生している問題について，学校での防
災教育やメディアによる報道などで見聞きした経験のある方が多いかもしれません。しかし，災害からの避難，避難所での生
活，復旧・復興の現場で実際にどのようなことが行われているのか，ということを詳細に知っているという方は，あまり多く
はないのではないかと思います。問題発見テーマ演習Ａでは，そうした自然災害の実態の中でも，とくに災害が発生した際の
避難行動や，避難所における生活課題に着目し，グループワークによる学生間の対話によって，こういった自然災害時に発生
する問題をあらためて学び，そのあり方を議論することを通じて，それらの問題の背景に存在する社会的要因に迫っていきま
す。講義の到達目標は，
「正解のない問いへの向き合い方を獲得すること」
「自ら問題設定ができる能力を獲得すること」
「自然
災害に関する知識を体験的に獲得すること」の３点とします。

２.授業内容
第 01 回：災害と向き合う社会①「災害情報とは何か」
第 02 回：災害と向き合う社会②「災害からの避難をめぐって」
第 03 回：災害時意思決定ゲーム「クロスロード」①
第 04 回：災害時意思決定ゲーム「クロスロード」②
第 05 回：映像視聴①
第 06 回：映像視聴②
第 07 回：映像視聴③
第 08 回：災害と向き合う社会③「命をつなぐ避難所」
第 09 回：災害と向き合う社会④「苦闘する避難所」
第 10 回：避難所運営ゲーム「HUG」①
第 11 回：避難所運営ゲーム「HUG」②
第 12 回：避難所運営ゲーム「HUG」③
第 13 回：避難所運営ゲーム「HUG」④
第 14 回：避難所運営ゲーム「HUG」⑤／ふりかえり
（担当教員の判断により，適宜変更することがあります。
）

３.履修上の注意
〇本講義はグループワークを主体とするため，受講生の協力なしには成立しません。
「居眠り」や「無言で座っている」などの
行為は，履修の意志がないものとみなし，単位認定を行わないことがありますので，履修を希望する場合は注意してください。
〇環境への配慮、感染症に対する感染防御の観点から、配布物やリアクション・ペーパー等はすべて oh-meiji を通して行いま
す。そのため、講義中に PC 等で資料を閲覧することを認めます。紙媒体で資料を用意するよう指示があった場合や、必要を感
じた場合は各自で印刷をお願いします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：あらかじめ関連する報道・資料などを調べ，基礎的な知識を得ておくこと。
復習：各回における資料や議論を整理し，発見した点や疑問点を明確にしておくこと。

５.教科書
特になし。適宜資料を配布します。

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
グループワーク等の講義への積極的な参加（40％）
，期末レポート（4,000 字以上）
（60%）
なお，4 回以上欠席した場合，単位認定を行わないので注意すること。

８.その他
自然災害は社会の実像を映し出す鏡ともいわれます。決して明るいテーマとは言えませんが，自然災害を正面から見据えるこ
とで，当たり前と思っていた現代社会にも，多くの疑問が浮かんできます。３年次以降，自分なりの問い，専門分野をもちたい
と考えつつも，未だ見つかっていないという学生には，それを発見する一助になるかと思います。
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問題発見テーマ演習Ａ

坂本

祐太

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
＜授業の概要＞
「勝手に部屋の掃除をしてくれるロボットがあればいいのに」
「勝手に料理を作ってくれるロボットがあればいいのに」
「勝手に荷物を運んでくれるロボットがあればいいのに」
といった我々人間の多くの願い（欲望）は, これまで人工知能によって叶えられてきました。近年の人工知能の発達は目覚ま
しく, 将棋・囲碁・チェスの世界では一流のプロをも打ち負かし, 我々人間の知能を分野によっては遥かに凌駕しているのが
現実です。皆さんも「人工知能の発達によって, 我々人間の仕事が将来無くなるのではないか...」という議論を一度は耳にし
たことがあるかもしれません。
本ゼミナールでは, 人工知能に関する物語を読み進める中で, 「人工知能と我々人間は何が違うのか」という問いに「こと
ば」の観点から迫ることを目標とします。春学期の問題発見テーマ演習 A で教科書として扱う物語の中では, 働くことに嫌気
が差しているイタチたちが「して欲しいことを言うだけで, 勝手にやってくれるすごいロボットの計画」を立て, その制作に
向けて奮闘していく姿が描かれています。イタチたちが望むロボットは当然ことばを理解しなければいけませんが, 我々人間
と同じレベルでロボットがことばを理解することは可能なのでしょうか。そして, そもそもことばを理解するとはどういうこ
となのでしょうか。このような問いに取り組む中で, 「人工知能の仕組み」だけではなく, 我々人間が日常的に他者とコミュ
ニケーションをとる際に行っている「ことばの理解」の仕組みについて考えていきます。
また, ゼミナール後半では, まとめとして教科書で学んだことをベースに人工知能に関するトピックをグループ単位で自由
に設定し, 調査を行い, その結果を発表していただきます。
＜授業の到達目標＞
・文献の重要点を簡潔にまとめ, 他者に分かりやすく伝える力を身につける
・人工知能と人間の違いについて自分のことばで他者に伝える力を身につける

２.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

イントロダクション
「言葉が聞き取れること」
「おしゃべりができること」
「質問に正しく答えること」
「言葉と外の世界を関係づけられること」
「文と文の論理的な関係が分かること（１）
」
「文と文の論理的な関係が分かること（２）
」
「単語の意味についての知識を持っていること」
「話し手の意図を推測すること」
グループワーク①
調査計画の発表
グループワーク②
グループワーク③
調査報告及び春学期のまとめ

３.履修上の注意
プレゼンテーションやディスカッションを多く取り入れるため, 積極的な姿勢を持って参加することが望ましい。また, プレ
ゼンテーションの担当になった場合は, 責任をもって準備を行うこと。履修上, 人工知能に関する知識は一切必要ありません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
＜予習＞物語の精読・発表の準備

＜復習＞授業内で学んだこと及び疑問に思ったことの整理

５.教科書
『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』川添愛（朝日出版社）

６.参考書
特になし

７.成績評価の方法
授業への貢献度 60%, プレゼンテーション 40%

８.その他
教員が担当している「言語学」の授業及び文学部開講の「英語学概論」
「統語論」
「音声学」の授業などを併せて履修すると, 問
題発見テーマ演習 A での活動に有益かと思います。春学期・秋学期共に人工知能（AI）をテーマに扱いますが，物語はそれぞ
れ独立したものを用いるため, 問題発見テーマ演習 A のみの履修も歓迎します。
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問題発見テーマ演習Ａ

島田

剛

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
グローバリゼーションが進み世界が一体化するとともに，国内でも世界でも経済格差が拡大しています。このゼミでは日本
国内の街づくりや貧困への取り組みと途上国の貧困を同時に考えます。
このゼミではグループでのディスカッションとプレゼンテーションが中心です。前半では１年の基礎ゼミでマスターした基
礎的なノウハウをもう一度確認し，復習します。ノウハウを活用できるようになることが目標です。
その上で， コーヒーを題材として取り上げ，そこから街づくりと国内外の貧困問題を考えて，皆で議論をします（数週間に
1 度は発表）
。
街づくりでは主に神保町を対象にします。それは，この地域がアマゾンや電子書籍の台頭といった経済のデジタル化によっ
て大きな影響を受ける可能性のある地域だからです。神保町は古書街として有名であるだけでなく，古くからある喫茶店と新
しいタイプのカフェのどちらも地域にあり，多様なコーヒーの楽しみ方を提供できる場所でもあります。
こうしたことからゼミ生はコーヒーと書店の相乗効果を考慮しながら，新たな街づくりに取り組み提案を作成する。同時に，
より途上国のコーヒー生産者に寄り添ったコーヒー取引のあり方について調査し，こちらについても提案を作成する。
（到達目標）ゼミ生はコーヒーという財を通じて，世界経済と都市のあり方について理解を深め国際経済を見る視点を身につ
ける

２.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 15 回

イントロダクション
研究のノウハウの復習
コーヒーからみるグローバリゼーション
国内の貧困問題の現状分析 ①
国内の貧困問題の現状分析 ②
途上国の現状分析 ①
途上国の現状分析 ②
国内の貧困問題と途上国の貧困問題に共通するものは何か，違いは何か
街づくりを考える
国内外の格差と地方
グループ発表準備 ① データー収集・分析
グループ発表準備 ② 論点の確認
グループ発表 ①
グループ発表 ②
まとめ

３.履修上の注意
講師が別に開講しているミクロ経済学，マクロ経済学の授業を受講することが望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
プレゼンテーションの準備が必要。

５.教科書
なし

６.参考書
一昨年，明治大学に来られたスティグリッツ先生（ノーベル経済学賞）にセミナーをしていただき，私がスティグリッツにグ
ローバル化により格差が広がる中で経済学者の役割は何かをテーマにしたインタビューをしました。日本評論社と契約し，リ
ンク先から無料で記事にアクセスできるようにしたのでぜひ読んでみてください。
また，貧困と雇用について取り扱ったこちらの論文も参照してください。こちらも無料で公開できるよう契約を行ったもので
す。

７.成績評価の方法
発表（60％）
，ディスカッションへの貢献度（40%）
欠席・遅刻が多い場合は不可とします。無断欠席 5 回で以後の参加を認めません。

８.その他
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問題発見テーマ演習Ａ

清水

晶紀

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】お酒の法律学
20 歳になる（なった）みなさんにとって一番劇的かつ身近な変化は，お酒が「解禁」になることでしょう。これは，法律が 20
歳未満の飲酒を禁止しているからです。実は，お酒をめぐっては，製造・流通・販売・消費・廃棄の各段階で，様々な法律が関
係しています。そこで，本演習では，私たちに身近な「お酒」を素材に，法律学の基礎的な思考方法を身につけてもらいたいと
考えています。
具体的には，
「お酒」に関わる憲法・民法・刑法の各分野の裁判例を検討することによって，各法分野の特徴や発想を把握して
もらうとともに，
「お酒」の世界を通じて，法律学が私たちの社会生活の基礎を形成する身近な学問だということを実感しても
らいたいと思っています。
これからの人生において，お酒を嗜む（予定の）みなさんは勿論，そうでないみなさんも，社会生活上の色々な場面でお酒の問
題と接点を持つことになるでしょう。お酒の世界を通じて，法律学の世界を一緒に覗いてみませんか。
【到達目標】
・法律学の全体像が最終的に把握できていること
・法的な発想に基づいて演習中の議論を行えていること
・基本的な法律用語を独力で使いこなせていること

２.授業内容
1．イントロダクション（自己紹介・演習の進め方）
2．報告・ディベートの作法
3．図書館ガイダンス
3．現代社会と法学・法律学
4．法学入門①〈刑法〉
5．ディベート準備①〈刑法〉
6．ディベート①〈刑法〉
7．ゲスト講義
8．法学入門②〈民法〉
9．ディベート準備②〈民法〉
10．ディベート②〈民法〉
11．施設見学
12．法学入門③〈憲法〉
13．ディベート準備③〈憲法〉
14．ディベート③〈憲法〉
※各回の割り振りはあくまで一例であり，詳細はゼミ生との相談で最終決定します。

３.履修上の注意
演習時間外にビール工場や酒蔵の見学を検討しています。その際には，一定の費用がかかります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
報告・ディベート等の準備は，演習時間外に行うことになります。
また，担当教員としては，演習で企画する各種イベントへの参加も，広い意味で「学習」の一環と考えています。

５.教科書
特に指定しません。

６.参考書
適宜指示しますが，
「お酒の法律学」に関わる入門書として，松井茂記・松宮孝明・曽野裕夫『はじめての法律学〔第 6 版〕
』
（有斐閣・2020）を挙げておきます。

７.成績評価の方法
演習は学生主体のクラスのため，出席は当然の前提です。その上で，演習での報告内容（50％）
，議論への参加状況（30％）
，レ
ポート内容（20％）を総合的に評価します。

８.その他
「演習の主役」は学生であり，この演習を楽しくするのも，つまらなくするのも，みなさん次第です。
「よく学び，よく議論し，
よく遊ぶ」みなさんの履修を歓迎します。
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問題発見テーマ演習Ａ

鈴木

健

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
「問題発見ゼミ：映画研究と映画批評」
鈴木 健 (tsuzuki@meiji.ac.jp)
■ 演習テーマ：メディア研究の中でも主要な位置を占めるフィルム・スタディーズについて学びます。半年間で映画批評がで
きるようになるための知識と方法論を身に付けます。
■ 授業内容： 情報コミュニケーション学部卒業までに、あなたは何ができる学生になりたいですか？ もしも、あなたの答
えがポップカルチャーに表れた事象を「批判的文化実践」(critical cultural practice)として批評できる人ならば、フィル
ム・スタディーズを学んでみませんか。このゼミでは、映画を通じて心理描写という人間の内面と社会問題という外面を、フ
ォーマリズムやリアリズムなどの伝統的映画の分析手法、物語論、作家研究、ジャンル分析を通じて、それらの内実、意義、課
題について考察します。

２.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

イントロダクション
映画批評の方法論
フォーマリズムとリアリズム I （第一章 9~32 頁）
フォーマリズムとリアリズム II （第一章 33~41 頁）
映画の構造 I （第二章：物語 44~66 頁）
映画の構造 II （第二章：語り口 67~96 頁）
映画の作家性 I （第三章： 99〜116 頁）
映画の作家性 II （第三章： 117~135 頁）
映画ジャンル I （第四章： 140~160 頁）
映画ジャンル II （第四章： 161~175 頁）
ノンフィクション映画 （第五章）
映画の受容 I （第六章： 210~218 頁）
映画の受容 II （第六章： 219~243 頁）
まとめ

３.履修上の注意
■ 毎回、担当者によるプレゼンテーションや全員による議論をする。特に、コミュニケーション論に興味のある学生の履修
を希望する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
■（学生へのアドバイス）授業にはきちんと予習して望むことを必須条件とする。

５.教科書
■教科書：バックランド. 『フィルムスタディーズ入門〜映画を学ぶ楽しみ』

晃洋書房、2007 年

６.参考書
７.成績評価の方法
■ 評価方法：１〜２回のプレゼンテーションと毎回のクラスディスカッションへの貢献度（全体の 50％）を加味して、成績評
価をする。出席と予習を重視する。５〜８ページの最終レポート（全体の 50％）を提出してもらう。

８.その他
■ １年次に「メディア批評」を履修していなかった場合には、できるだけ２年次に履修しておくこと。
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問題発見テーマ演習Ａ

鈴木

健人

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】国際社会における対立と協調の両面から，国際関係論を学び，
「問題分析ゼミナール」で自らの研究課題を設
定し学習するための準備をする。国際政治における戦争と平和の問題に焦点をあて，現実主義の理論と，カントに代表される
平和思想について学ぶ。国家のアイデンティティについて考え，構成主義の国際政治理論について入門する。国際社会の情報
のあり方やコミュニケーションの構造について考える。
ゼミでは毎回，一人が設定されたテーマや教科書の割り当て部分について研究報告をしてもらい，問題点を全員で議論する。
ある程度専門的な知識に基づいて議論できるようになったら，自分の興味ある研究テーマについてレポートを提出してもらい
文章の表現力を養う。
【到達目標】３年次以降の専門性の高い授業に対応できるような能力を身に付ける。理論や歴史を駆使して現代の国際社会
で起こっている様々な問題を理解できるようにする。

２.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

導入と報告者の割り当て
国際関係の理論（１）現実主義
国際関係の理論（２）自由主義
国際関係の理論（３）構成主義
戦争違法化の歴史と発展
20 世紀の戦争（１）第一次世界大戦
20 世紀の戦争（２）第二次世界大戦
20 世紀の戦争（３）冷戦
核兵器の誕生とその意味
民主的平和論の展開と問題点
新しい戦争か？テロと対テロ戦争
日米安保体制の諸問題
変わる日本外交
展望：21 世紀の世界

３.履修上の注意
専門的な著作や論文をかなり大量に読む予定なので，しっかりと読書し内容を批判的に考察し，自分の意見をまとめられるよ
うにすること。専門用語についても臆せず学ぶ意欲を持つこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
平素から国際問題に関心を持ち，新聞，テレビ，インターネットなどで広く知識を求めること

５.教科書
入江昭『二十世紀の戦争と平和』
（増補版）
（東京大学出版会（UP 選書）
，2000 年）
カント『永遠平和のために/ 啓蒙とは何か他３篇』
（中山元訳）
（光文社古典新訳文庫，2006 年）
その他，適宜資料を配付する。

６.参考書
無し

７.成績評価の方法
発表の内容 30％，クラスでの参加度 40％，レポート 30％として全体的な評価をする。

８.その他
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問題発見テーマ演習Ａ

鈴木

雅博

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
従来の研究では，まず研究者が対象に関わる概念を定義づけ，それを起点にデータを収集・分析し，一般化可能な知見を導
き出す，といったことが試みられてきました。これは自然科学に範をとったものですが，社会（科）学が対象とする人びとは，
研究者が外挿する定義とは関係なく，自分たちなりに何らかの概念を参照して日常生活を送っています。しかもそれは，参照
されることもあれば，されないこともあり，そうでありながらも当のその人たちは意識するまでもなく十分にそれを使いこな
しているという代物です。例えば，
「授業」について研究者が定義を与えたとしても，人びとはそれに従って「授業」をしてい
るわけではないでしょう。むしろ「授業」はその場の人びとの具体的なやりとりのなかで参照され，それとして達成されてい
るのです。一つの例を考えてみましょう。教師が「今，授業中ですよ」と発言する時，私たちはそれを単なる事実の報告ではな
く，不真面目な生徒への「注意」として聞いています。
「生徒」には「授業を真面目に受ける」ことが，
「教師」には「授業中に
不真面目な生徒を注意する」という活動がそれぞれ規範的に結びついており，こうした概念間の結びつきが先の発言を「注意」
として成り立たせています。しかし，人びとはこうした規範を内面化し，それに従って生きているわけではありません。生徒
のなかには「は？うぜーんだよ，おっさん」と答える者もいるでしょう。確かにその教師は「おっさん」であり，そのこと自体
は「正しい」のですが，おそらく教師は「そうです，私がおっさんです」とは応じないでしょう。彼が「教師である」ことを達
成できるか否か，すなわち「教師／おっさん」のどちらがその場において有効な枠組みとなるかは，外から与えられる定義や
制度ではなく，その場のやりとりにかかっているのです。
このような，その場のやりとりをそれとして理解可能なものとしている人びとの方法の論理，ならびにそれを明らかにする
研究をエスノメソドロジーと呼びます。これは「今，授業中ですよ」といった教師の「注意」を数えたり，発言をめぐる教師や
生徒の心理を聴きだすことで「授業」に関する何らかの仮説を生成／検証しようといったプログラムではありません。そうで
はなく，エスノメソドロジーは，私たちがその発言を「注意」として理解する／してしまうことをめぐる「授業／教師／生徒」
といった概念間の布置を人びとの実践に即して明らかにすることを目指します。
本演習の到達目標は，エスノメソドロジーの基礎を理解することです。授業は教科書・文献の読解と討論によって進められ
ます。人びとの実践を明らかにするとはいかなることなのか，一緒に学んでいきましょう。

２.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

イントロダクション
エスノメソドロジーとは何か①
エスノメソドロジーとは何か②
エスノメソドロジーと自己省察
家族生活と日常会話
公共の場所に出かける
助けてもらうためにトークを使う
教育を観察する
医者にかかる
組織のなかで働く
科学を観察する
「日本人である」ことをすること
成員カラゴリーの管理：「ホットロッダー」
まとめ

３.履修上の注意
問題発見テーマ演習 B（学校社会学入門）でもエスノメソドロジーに関連する文献を検討をするので，あわせて受講することを
お勧めします。
欠席５回で評価対象外となります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
発表担当でない時も，必ず文献を精読し，自分なりの論点をもってゼミに臨んでください。

５.教科書
『エスノメソドロジーへの招待』フランシス／へスター著，中河伸俊・岡田光弘・是永論・小宮友根訳，ナカニシヤ出版，2013.

６.参考書
『ワードマップ エスノメソドロジー』前田泰樹・水川喜文・岡田光弘編，新曜社，2007.
『相互行為分析という視点』西阪仰，金子書房，1997.

７.成績評価の方法
議論への参加態度（20％）
，レポーターとしての発表（80％）
。

８.その他
ゼミで聞いたこと／言ったこと／言えなかったことを反芻することが思考を深化させます。心がけましょう。
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問題発見テーマ演習Ａ

関口

裕昭

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
「メルヘン研究」
グリム童話を中心にしたメルヘンを様々な角度から考察します。
まず，グリム童話「白雪姫」の原テクスト（初版，1812 年版）を日本語訳で読み，それが第 7 版まで版を重ねるにつれてど
のように書き換えられていったか，また変更された理由を考えます。次に，原テクストとさまざまな絵本との比較を通して，
時代や対象年齢などに応じてどのように書き換えられているのか，またその理由を考えます。さらに「いばら姫」
「ラプンツェ
ル」
，
「灰かぶり（シンデレラ）
」などのプリンセスものを，ディズニーをはじめとするさまざまな映画と比較検討し，時代に応
じて道徳観や女性のイメージがどのように変化し，受容されたかを考察します。
次に「ヘンゼルとグレーテル」を題材にして、絵本の比較のみならず、その作品が日本でどのように読まれ、別の文学作品に
書き換えられていったのかを多和田葉子らの作品をもとに考えます。
最後に，日本をはじめ世界各地のメルヘンと比較して，共通点と相違点を探ります。
テクストを精読し，テーマを決めて分析する基礎的な手法を身につけます。また文学と映画，アニメなど様々なジャンルを
比較考察する手法を学びます。
（ただしコロナウイルス感染拡大により，対面授業が不可能となった場合は，他の教材に差し替
えることがあります）

２.授業内容
第１回 イントロダクション――メルヘンとは何か？
第２回 グリム童話「白雪姫」精読
第３回 「白雪姫」の版ごとの比較
第４回 「白雪姫」のさまざまな絵本の比較
第５回 「白雪姫」の分析―類話、話型、モチーフ、アダプテーションなどの側面から
第６回 グリム童話におけるプリンセスものを読む①―「いばら姫」
第７回 グリム童話におけるプリンセスものを読む②―「ラプンツェル」
第８回 グリム童話におけるプリンセスものを読む③―「灰かぶり」
第９回 グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」精読
第 10 回 「ヘンゼルとグレーテル」のさまざまな絵本の比較
第 11 回 「ヘンゼルとグレーテル」の日本における受容
第 12 回 その他のグリム童話をどう読むか
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
(以上はおおよそのスケジュールで、受講生の希望も聞きながら若干変更することがあります)

３.履修上の注意
10 回以上出席しないと単位は取得できません。
授業中の飲食、スマホ利用を禁止します。大学の勉強ではノートの取り方も重要ですので、このゼミでは自分の手で要点をま
とめていくことも学んでもらいます。プレゼンの際には 1 枚のレジュメ(紙媒体)を作って、参加者に配布することを求めます。
したがって、授業の際もいつもスマホを覗き込む癖の抜けない人の受講は薦められません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業開始までにグリム童話の文庫本を 1 冊以上購入し、10 以上の話を読んでおくこと。

５.教科書
随時プリントを配布します。オンライン授業の場合は，パワーポイント資料を提示します。

６.参考書
各自，グリム童話を文庫で購入して、読んでおくこと。訳は特に指定しません。参考書は授業中に紹介します。

７.成績評価の方法
平常点 50％（出席＋発言＋グループ発表）学期末のレポート（またはプレゼン） 50％

８.その他
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問題発見テーマ演習Ａ

高橋

華生子

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
グローバル化が進展するなか，都市はヒト・モノ・カネの集積地として巨大化し，世界中に拡がるネットワークの結節点とし
て機能している。従来，都市の成長は，国家開発の枠組みの中に埋め込まれ，都市と国の繁栄は同一線上にあった。しかしなが
ら，現代の都市の特徴は，国家の成長とは切り離された形で発展していることである。つまり，都市は超国家的な空間として
再編されつつあり，多様な人びとを収容し，それぞれの価値観や利害が交差する場として立ち現れている。
このような流れのなかで，都市はいかなる課題に直面しているのだろうか。本授業では，グローバル化時代において変容する
都市の性質や構造を考察し，都市間の関係性，分離や格差，二極化と新たな貧困，移民・外国人労働者，多文化・多民族社会な
どのポイントを検討していく。グローバル化が都市空間とそこに住まう人びとに与えているインパクトを見つめることによっ
て，現代の都市開発と都市政策の課題と展望を捉えていきたい。なお，受講生の理解を促すため日本や東京の事例も取り上げ
ていくが，授業全体では成長著しい途上国や新興国の事例を含む，諸外国の都市の動向に目を配っていく。
本授業の到達目標は，以下３つになる。それらは，① 都市が直面している課題に関する知識の習得，② 問題に対する解決法
の探求，③ 自分の考えや意見をまとめる分析・発信力の向上である。
受講生には，学術的な知識とスキルの強化を図りながら，本授業で取り上げるトピックがある種の共通性や同時代性を有して
おり，世界中で現れている傾向と現象を考えていってもらいたい。

２.授業内容
第１回 イントロダクション
第２回 グローバル化とは何か？：「場所」の意味を問う
第３回 グローバル化と都市：「世界都市」と「グローバル・シティ」
第４回 産業・労働構造の変容と二極化の拡がり
第５回 都市空間と貧困：「スペース」をめぐる攻防
第６回 都市空間の（再）編成：再開発とジェントリフィケーション
第７回 アカデミックスキルの習得：ペーパーの書き方
第８回 脱工業化時代の都市開発戦略
第９回 台頭するアジアの都市①：成長の動力
第１０回 台頭するアジアの都市②：格差の現場
第１１回 国際人口移動と都市：外国人労働者と移民
第１２回 多民族社会・多文化共生の現実と課題
第１３回 東京のあり方を考える
第１４回 授業のまとめ

３.履修上の注意
以下の点を確認のうえ、慎重に受講を決めること。
＊真剣に学ぶ意欲のある学生を対象にしているため、かなりの予習・復習が受講の前提になること。教室に来ればいい授業で
はないので、その点を十分に理解すること。
＊国際的なイシューに興味をもち，3 年次以降に国際系のゼミを考えている学生を対象にしていること。
＊ディスカッションやグループワークといったゼミの形式に沿うものだが，個人で課題をおこなう演習の要素も含み、積極的
な参加が条件であること。
＊このゼミの詳細なシラバスは、初回授業に紙で配布する。それを参照のこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
受講生は，毎回，指定された課題文献・資料を必ず読み，要点や関心のある点を整理しておくこと。その予習を軸にして，授業
内でグループでのディスカッションを進めてもらう。

５.教科書
各回のトピックに合わせた文献を提示する。

６.参考書
特になし。適宜，授業内で紹介・周知する。

７.成績評価の方法
４０％
６０％

個人レポート （学期末に提出）
平常点 （出席だけでなく，ディスカッションや発表への参加・貢献度などを重視）

８.その他
ゼミ内でのディスカッションの際に必要な情報を検索・収集できるよう，ノートブックパソコンなどの持ち込みを強く勧める。
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問題発見テーマ演習Ａ

武田

政明

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
これから、私達の多くの者が直面することとなる生活上の諸問題、たとえば年金での生活、病気になったとき、身体が不自
由になったとき、高齢者になったとき等に生ずるいろいろな問題に対して、その解決のための具体的提案を考えるためには，
その前提としてこれからの日本の人口構成，出生率，死亡率，結婚，離婚，年金，医療，福祉，財政等考えるための基礎となる
いろいろな情報を知らなくてはなりません。本ゼミナールでは，家族に関する問題解決のための具体的提案をなすときに必須
となる基礎情報のうちから主要なものについて学びます。
家族に関する諸問題解決のための実現可能な提案をするために，必須となる基礎情報の修得を目標とします。

２.授業内容
第１回：これから私達が直面する生活上の諸問題
第２回：財政の分析（歳出）
第３回：財政の分析（歳入）
第４回：財政の予測と構造改革
第５回：年金制度（概略と現状）
第６回：年金制度（問題点）
第７回：年金制度（改革案の検討）
第８回：健康保険制度（概略と現状）
第９回：健康保険制度（問題点）
第 10 回：健康保険制度（他国の制度）
第 11 回：健康保険制度（改革案の検討）
第 12 回：生活保護制度（現状と問題点）
第 13 回：生活保護制度（改革案の検討）
第 14 回：まとめ（取り上げたテーマの総合的検討）

３.履修上の注意
履修者には，政治や経済に関すること等，社会に起こる多様な問題に関心があることが求められます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回のゼミナールにおいて，あらかじめその回のテーマで用いるプリントを配布し，事前に考えておくべき事柄を指示しま
す。予習はその配布されたプリントに指示してある事柄を調べ考えておくことです。復習は，その回で議論した内容を確認し，
自分が気付いていなかった点について理解を深めることです。

５.教科書
特定の教科書は用いません。

６.参考書
特定の参考書は用いません。各回のゼミナールの前に，あらかじめその回のテーマ用の参考資料、教材を配布します。

７.成績評価の方法
原則として，毎回のゼミナール出席時における平常の態度を 60％，ゼミナールにおける発言・発表の内容およびゼミナール
に対する貢献度を 40％の割合で評価します。

８.その他
ゼミナールは，ゼミ員の議論の上に成り立ちます。最低限のこととして，自分の考えを述べること，相手の話を真摯に聞く
こと，他人と会話や議論を成り立たせるための他人への配慮ができることが大切です。また，それらは，ゼミナール以外でも，
他者とのコミュニケーションを成立させるために重要なことです。このゼミナールでは，問題とするテーマの解明とともにこ
れらの能力を身につけることも目的としています。
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問題発見テーマ演習Ａ

竹中

克久

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
私たちは多様な価値観に基づく社会に生きています。
そこでは，
「常識」と呼ばれるものが存在していますが，その根拠についてはあまり詳しく論じられることはありません。私た
ちは，恋愛や家族といった身近な社会から，階層や国家という大きな社会まで，ふだんの生活を送るなかで「当たり前」となっ
たモノの見方にとらわれていることが少なくありません。
しかし，物事を常識的に考えるだけでは，社会で起こっている様々な問題――モンスターペアレント，格差問題，環境問題な
ど――を解決することは不可能なことはもちろん，何が問題になっているのかを考えることすらできません。常識を疑い，自
分なりの論理で説明し直すためには，まず自分なりの「モノの見方」を身につけることが重要です。
本ゼミナールでは，主として常識にとらわれない見方の一つとして社会学的な「モノの見方」を学びます。
ゼミナールでは，教科書に沿って，ディスカッションを行っていきます。また，その際，各章の担当者はグループ・ディスカッ
ションを行うテーマを設定することが求められます。
3 年次以降の卒業論文作成のためのテーマを見つけることを到達目標とします。

２.授業内容
第１回 イントロダクション――社会学とは何か
第２回 社会学とはどいういう学問かー個人と社会
第３回 日常生活と社会ー相互行為の社会学
第４回 社会の時間と個人の時間ー時間の社会学
第５回 ファッションがつなぐ社会と私ー身体の社会学
第６回 現代的な生きづらさーマイノリティの社会学
第７回 性／性別の「あたりまえ」を問い直すージェンダーとセクシュアリティの社会学
第８回 社会のなかの医療ー健康と病の社会学
第９回 マンガが生み出す読者たちの共同体ーメディア受容の社会学
第 10 回 観光現象から考える「社会」と「私たち」のすがたー観光の社会学
第 11 回 日常の中の非日常ー消費の社会学
第 12 回 秩序が束縛かー組織の社会学
第 13 回 現代社会の諸問題Ⅰ
第 14 回 現代社会の諸問題Ⅱ
※シラバスは変更になることもある。

３.履修上の注意
事前準備ならびにディスカッションへ積極的な取り組みが必要となる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
必ず事前に教科書を熟読し，与えられた課題について自らの考えを用意して臨むこと。
※教科書は一括で購入するため，事前に購入する必要はない。

５.教科書
「社会学 （3STEP シリーズ） 」 油井清光, 白鳥義彦, 梅村麦生 （編）
，昭和堂
※教科書は一括で購入するため，事前に購入する必要はない。

６.参考書
必要に応じて指示する。

７.成績評価の方法
平常点 50%,ディスカッション 25％，レポート 25％

８.その他
物事について深く考えるのが好きな学生，物事を疑ってかかる学生を歓迎する。１，２年次に「組織論」を受講していると理解
がしやすい。
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問題発見テーマ演習Ａ

塚原

康博

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
この授業では、日本の経済について学ぶ。授業の進め方は、各回の授業のテーマに沿った発表をゼミ生がパワーポイントを
使って行い、その後、質疑応答に入る。さらに、その後、教員が補足説明をして、質疑応答に入る。必要に応じて、教員が新聞
から時事問題を選んで解説を行い、それについても質疑応答を行う。授業の最後の 2 回分については、この授業で扱った内容
に関係したテーマもしくはゼミ生自身が関心を持ったテーマについて、順番に発表してもらう。
この授業を通じて、ゼミ生に物事を論理的に考える思考を身につけてもらうこと、現実の経済や社会についての知識を深め
てもらうこと、人の話を聞き、自分の話を正確かつわかりやすく相手に伝えるコミュニケーション能力を身につけてもらうこ
とを目標とする。

２.授業内容
第1回
第2回
第3回
第4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 11 回
第 12 回
第 13 回
第 14 回

イントロダクション
経済とは
市場経済とは
市場経済の長所と短所とは
経済の大きさとは
企業とは
会計とは
雇用とは
働き方はどう変わる
貨幣とは
日本銀行とは
政府とは
日本と世界のつながり
日本経済の歴史
プレゼンテーション（１）
プレゼンテーション（２）

３.履修上の注意
現在の経済や社会について関心を持ち、授業では、質疑応答に積極的に参加し、発表の際には十分な準備をしておくことが求
められる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業で取り上げる教科書の部分をあらかじめ熟読しておき、わからない点については、教員に質問をすることが必要で
ある。
「ミクロ経済学」、
「マクロ経済学」を受講することが望ましい。

５.教科書
『アクティブ・ラーニングで学ぶ

日本の経済』
、根岸毅宏・中泉真樹編著、
（東洋経済新報社）
．

６.参考書
使用しない。

７.成績評価の方法
発表 70%、質疑応答 30％で評価する。

８.その他
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問題発見テーマ演習Ａ

ドウ，ティモシー

Ｊ

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
Many students notice that the English they study in the textbooks and classes is very different to the English
that they see and hear in English pop culture (movies, TV shows, and popular music). Research has also shown that
the grammar and vocabulary used in spoken English is very different from the language seen in written texts.
Because these differences are not directly addressed in many language courses, many students experience difficulties
when using English for communication. The achievement goals of this seminar are as follows: （1） Students will
learn the structural features of English conversation to improve speaking skills. （2） Students will become
familiar with how English words are pronounced in everyday speech to improve listening skills （3） Students will
analyze pop culture texts (songs and short sections of English TV shows and movies) to further build their
knowledge of English communication styles.

２.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

Spoken vs. Written Language
Planned vs. Unplanned Speech
Word Stress and Reduced Vowels
Rhythm, Stress and Intonation in English Speech
Connected Speech
Interaction in Conversation
Turn-Taking: Introduction
Turn-Taking: Changing Speakers
Sequencing Conversations: Introduction
Sequencing Conversations: Questions and Greetings
Sequencing Conversations: Agreements and Disagreements
Sequencing Conversations: Choosing Topics
Sequencing Conversations: Changing Topics
Studying English Using Pop Culture

３.履修上の注意
このゼミナールは CLIL アプローチ（内容言語統合型学習）を使います。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
テーマに基づいた課題を完成させること。グループワークの準備が必要なこともあります。

５.教科書
英語の雑誌の記事などを読みやすくする準備し，コピーを配布します。

６.参考書
特にありません。

７.成績評価の方法
グループワーク（20％）
，プレゼンテーション（30％）
，レポート

（50％）

８.その他
このゼミナールは英語で行います。英語の能力だけでなく，学生のアカデミック英語を学びたい気持ちを大切にします。
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問題発見テーマ演習Ａ

内藤

まりこ

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
小説や映画，演劇，漫画やアニメ，絵画等，私達の周囲にはさまざまな表象作品が生み出され，流通しています。本ゼミナー
ルでは，そうした作品を学術的に捉える手法を学習します。具体的には，
「批評理論」と呼ばれる，表象作品を読み解くための
理論のいくつかを学び，それらを用いて作品を分析します。
また，本ゼミナールでは，論述文の書き方も合わせて学習する。大学生活において論述文を書く機会としてすぐに思いつくの
は，レポートや卒業論文の執筆でしょう。しかし，論述文を書くのは大学時代だけではありません。社会に出てからも，私たち
は論述文を書き続けることになるのです。なぜなら，私たちは日々自分とは異なる考えや経験，背景を持つさまざまな人々に
出会っており，論述文とは，そうした人々に自分の考えを正確に，わかりやすく伝えるための文章の形だからです。そこで，本
ゼミナールでは，レポートを実践例とし，どのように自分の思考を組み立て，文章にすればよいのかを学びます。
【授業の到達目標】
授業を通して学習した批評理論に関する専門的な知識と技術を以て，自ら対象を選んで分析を行い，分析結果に基づく考察を
学期末レポートにまとめます。

２.授業内容
第１回：オリエンテーション
第２回：批評理論の学習１：批評理論とは何か
第３回：批評理論の学習２：ウラジーミル・プロップ「物語の３１の機能」
第４回：論述文の書き方の学習１：論述文とは何か
第５回：批評理論の学習３：ジェラール・ジュネット「語りの構造」
第６回：レポート構想発表
第７回：論述文の書き方の学習２：論文の構成要素
第８回：批評理論の学習４：ジャック・デリダ「脱構築」
第９回：論述文の書き方の学習３：アウトラインの作成
第 10 回：批評理論の学習５：ジュディス・バトラー「ジェンダー・クイア批評」
第 11 回：論述文の書き方の学習３：パラグラフ・ライティングの学習
第 12 回：論述文の書き方の学習４：引用方法の学習
第 13 回：論述文の書き方の学習５：わかりやすい文章の書き方の学習
第 14 回：研究成果発表会

３.履修上の注意
・ほぼ毎回課題の提出を求める。課題は成績評価の対象となる。
・グループに分かれて課題に取り組む場合がある。
・欠席をした場合は，次週までにクラスウェブの「授業内容・資料」から授業内容を確認し，授業プリントをダウンロードして
おくこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・ほぼ毎週，宿題が課される。宿題の内容は，作品の読了もしくは視聴，参考資料の読解等である。

５.教科書
・指定しない。
・毎週，授業プリントを配布する。

６.参考書
・遠藤英樹『現代文化論ー社会理論で読み解くポップカルチャー』
（ミネルヴァ書房，2011 年）
・テリー・イーグルトン『文学とは何か―現代批評理論への招待』
（岩波書店，1997 年）
・大橋洋一『新文学入門―T・イーグルトン『文学とは何か』を読む』
（岩波セミナーブックス，1995 年）
・筒井康隆『文学部唯野教授』
（岩波書店，2000 年）
・橋本陽介『ナラトロジー入門―プロップからジュネットまでの物語論』
（水声社，2014 年）
・石原千秋・小森陽一他『読むための理論』
（世織書房，1998 年）

７.成績評価の方法
・
・
・

授業内課題 20%
授業内発表 30%
学期末レポート 50%

８.その他
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問題発見テーマ演習Ａ

中里

裕美

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
本ゼミナールでは，近年，地域社会で生じる諸問題を解決する担い手として期待される非営利組織，いわゆる「NPO」をテー
マとします。受講生には，NPO の定義や規模，法・税制度など NPO を巡る現状にかんする基礎知識を習得してもらい，そのうえ
でその事業運営の実態や課題を探るとともに，その発展の方向性について考察してもらうことをねらいとします。
本ゼミナールは，以下のスケジュールで進める予定です。
まず，テキストを輪読し，NPO の定義とそれが注目されるようになった経緯など NPO の基礎的な事柄について学びます。またそ
の過程で，具体的な NPO の事例を随時紹介するので，それらを参考にしながら各自が関心のある／研究してみたい分野の NPO
（福祉，環境，教育，まちづくり，文化・スポーツなど）を決めてもらいます。そして，NPO のマネジメントにかんする知識を
深めてもらうとともに，受講生は関心領域別のグループに分かれて，当該分野の NPO の実態や課題，その発展の方向性につい
て，文献調査やオンラインを活用したインタビュー調査を通して検討し，授業内にてその報告と議論を行ってもらいます。ま
た，その成果を「最終レポート」としてまとめてもらいます。

２.授業内容
第１回 イントロダクション（文献担当決め等）
第２回 NPO とは何か（テキスト第 1 章）
第３回 非営利組織の活動から（テキスト第 2 章）
第４回 社会の中の NPO（テキスト第 3 章）
第５回 NPO のマネジメント・過去から未来へ（テキスト第４・５章）
第６回 調査 NPO の分野決め，調査計画の立て方，論文検索のしかた
第７回 先行研究の整理と調査設計（1）
第８回 先行研究の整理と調査設計（2）
第９回 中間報告会
第 10 回 オンラインインタビュー調査
第 11 回 調査データの分析とまとめ（1）
第 12 回 調査データの分析とまとめ（2）
第 13 回 成果報告会（1）
第 14 回 成果報告会（2）
履修者数などにより，授業内容の配分を変更することがあります。

３.履修上の注意
ゼミ形式のため，出席や平常点を重視します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として，テキストの該当部分を事前に読んでおくこと。

５.教科書
『テキストブック NPO：非営利組織の制度・活動・マネジメント［第 3 版］
』
，雨森孝悦著，東洋経済新報社

６.参考書
『新・社会調査へのアプローチ―論理と方法』
，大谷信介他著，ミネルヴァ書房

７.成績評価の方法
平常点 50％，最終レポート 50％

８.その他
本ゼミナールでは，受講生に NPO にかんする文献調査やオンラインを活用したインタビュー調査を行ってもらう予定です。そ
のため，社会調査に積極的かつ主体的に取り組む意欲のある学生の参加を期待します。このようなゼミでの活動を通して，NPO
に関する知識の習得はもちろんのこと，社会調査の手法，コミュニケーション能力，パワーポイント等を用いたプレゼンテー
ションスキルの向上を目指しましょう。
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問題発見テーマ演習Ａ

中臺

希実

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
受験勉強における「歴史」と大学で学ぶ「歴史」に何の違いがあるのか、さらに現代において「歴史」を学ぶことにどんな意味
があるのかを念頭におきながら、江戸時代のメディアを中心に、家族、弱者、ジェンダーに関する認識の形成と変遷を知り、
「伝統」や「◯◯らしさ」などが意図的に作られたものであること理解し、なぜそのような認識が再生産されるのか、私達と社
会の関係性を考える。
【授業の到達目標】
・正確に文献を読み、必要な参考文献を収集する力の習得
・自分の意見を論理的に他者に伝えることが出来る
・他者の報告に対し、建設的な意見を述べることが可能となる。

２.授業内容
第 1 回：イントロダクション＜春学期＞
第 2 回：レジュメ・レポートの作成方法について①
第 3 回：歴史を学び、叙述するということ
第 4 回：歴史叙述の可能性と歴史修正主義
第 5 回：論文講読と報告・ディスカッション①
第 6 回：近世における婚姻・離縁①
第 7 回：近世における婚姻・離縁②
第 8 回：論文講読と報告・ディスカッション②
第 9 回：近世社会における「足手まとひ」①
第 10 回：近世社会における「足手まとひ」②
第 11 回：論文講読と報告・ディスカッション②
第 12 回：近世社会を通じて再生産される女性蔑視と生み出される「強い」男性像
第 13 回：論文講読と報告・ディスカッション③
第 14 回：春学期総括
＊授業内容に関しては、変更する可能性があります

３.履修上の注意
予備知識などは必要ありませんが、考えること、議論することに対し、真摯な態度で講義に望んでください。
無断欠席はしないこと。自身の報告回に、無断欠席した場合は不可となります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
当番制でレジュメを作成し、報告してもらいます。担当となった人は、報告テーマに関して、事前に十分な準備をしてくださ
い。また、自分以外の人が担当する報告についても、提示された参考文献などに目を通すようにしてください。

５.教科書
特に定めない。

６.参考書
『歴史／修正主義』高橋哲哉（岩波書店）
、
『歴史修正主義』武井彩佳（中央公論新社）
『性差の日本史』編国立歴史民俗博物館（岩波書店）
『現代を生きる日本史』須田努／清水克行（岩波書店）

７.成績評価の方法
出席、ゼミ報告での発表 50％、報告レジュメ 50％

８.その他
歴史学を通じ、現代社会における諸問題を考えることを望む学生を歓迎します。
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問題発見テーマ演習Ａ

南後

由和

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
近年，東京に代表される日本の都市では，ひとりカラオケ，半個室型ラーメン店，デザイン・カプセルホテルなどの〈ひとり
空間〉が増殖するようになった。コロナ禍では，コンビニのレジや飲食店の座席に間仕切りが導入され，住宅にはリモートワ
ーク用の〈ひとり空間〉が設けられるなど，
〈ひとり空間〉のあり方がさらに変化している。
〈ひとり空間〉には，どのような空間的特徴，人びとの振舞い，コミュニケーションが見られるだろうか。
〈ひとり空間〉が，
ソーシャルメディア隆盛の現代都市において増殖するようになったのはなぜだろうか。コロナ禍において，
〈ひとり空間〉のあ
り方は，どのように変化しつつあるだろうか。
本演習では，第一に，都市論とメディア論の文献を輪読し，
〈ひとり空間〉についての理解を深める。第二に，東京の〈ひと
り空間〉を実際にフィールドワークし，現代都市における〈ひとり空間〉の実態を明らかにする。第三に，ソーシャルメディア
に媒介された〈ひとり空間〉の空間的特徴，人びとの振舞い，コミュニケーションのあり方について考察する。
到達目標は，
（１）新聞，雑誌，テレビ，ウェブサイト，ソーシャルメディアなどにおける〈ひとり空間〉の表象の分析を通
じて，データベース検索や資料収集などのアカデミック・スキルを身につけること。
（２）物理空間と情報空間が交差する事象
を題材として，都市論とメディア論を横断しながら考察するモノの見方を養うこと。
（３）調査の計画，先行研究・関連資料の
検討，フィールドワークの実施，調査内容の分析，調査報告書の作成という社会調査の技法を体得することである。

２.授業内容
第１回 イントロダクション
第２回 講義（１）
：
〈ひとり空間〉とは何か
第３回 講義（２）
：質的調査の技法，資料の収集方法，調査計画書の書き方
第４回 調査テーマ・調査計画書の検討
第５回 文献輪読（１）
第６回 文献輪読（２）
第７回 調査テーマ・調査計画書の発表，先行研究・関連資料の検討（１）
第８回 調査テーマ・調査計画書の発表，先行研究・関連資料の検討（２）
第９回 メディアにおける〈ひとり空間〉の表象（１）
第 10 回 メディアにおける〈ひとり空間〉の表象（２）
第 11 回 フィールドワークの報告（１）
第 12 回 フィールドワークの報告（２）
第 13 回 最終プレゼンテーション（１）
第 14 回 最終プレゼンテーション（２）
授業内容の配分・順番は，多少変更の可能性があります。

３.履修上の注意
グループワークによる文献輪読，プレゼンテーション，フィールドワークなどを行います。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
グループワークによる文献輪読やプレゼンテーションの準備，フィールドワークの実施。

５.教科書
なし。

６.参考書
『ひとり空間の都市論』
，南後由和，ちくま新書

７.成績評価の方法
平常点５０％，調査報告書５０%

８.その他
グループ課題やプレゼンテーションの回数が多い授業のため，モチベーションの高い学生の履修を歓迎します。
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問題発見テーマ演習Ａ

日置

貴之

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
（１）授業の概要
シェイクスピアの作品は日本には明治期に本格的に紹介され、今日に至るまで盛んに上演され、また読まれている。すべての
作品に複数の日本語訳が存在するが、それだけでなく、シェイクスピア作品を翻案した戯曲・小説も少なからず生み出されて
いる。本演習では、日本におけるシェイクスピア翻案のうち『ハムレット』
『オセロ』
『ヴェニスの商人』
『十二夜』を原作とす
る諸作品を、原作と比較しながら読んでいく。
（２）到達目標
翻案による演劇・小説の作品を分析し、先行研究等も踏まえつつ、自身の考えを持つことができる。また、その考えを適切な方
法で他者に伝えることができる。

２.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

イントロダクション：日本のシェイクスピア受容と翻案文化
『ハムレット』①：原作について
『ハムレット』②：仮名垣魯文『葉武列土倭錦絵』
『ハムレット』③：山岸荷葉『はむれつと』と川上音二郎一座の上演
『ハムレット』④：太宰治『新ハムレット』
『ハムレット』⑤：久生十蘭『ハムレット』
『オセロ』①：原作について
『オセロ』②：江見水蔭『オセロ』
『ヴェニスの商人』①：原作について
『ヴェニスの商人』②：宇田川文海／三代目勝諺蔵『何桜彼桜銭世中』
『十二夜』①：原作について
『十二夜』②：今井豊茂脚本・蜷川幸雄演出『NINAGAWA 十二夜』
（歌舞伎）
『十二夜』③：原田諒作・演出『ピガール狂騒曲』
（宝塚歌劇団）
まとめ

３.履修上の注意
授業回数の 3 分の 2 以上に出席し、最低 1 回の発表を行うことを単位取得の要件とする。
また、発表担当回以外も、予習を行った上で議論の際に積極的に発言することを求める。予習は毎回相当量のテクストを事前
に読んできてもらうことになるので、そのつもりで履修すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回の授業で指定する文献や作品を，事前に読む，もしくは視聴することを必須とする。予習を行なっていない場合は，授業
への出席を認めない。

５.教科書
特に指定しない。

６.参考書
『日本のハムレット』, 河竹登志夫, 南窓社, 1973 年
この他，必要に応じて指示します。

７.成績評価の方法
発表 50％，ディスカッション 50％。

８.その他
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問題発見テーマ演習Ａ

堀口

悦子

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 本ゼミナールでは，三本柱を立てている。一本目は，
「セクハラ」を知ることである。世界的に日本だけは、
「＃Ｍe Ｔoo」運動があまり盛り上がらなかった。
『その名を暴け』という本を教科書に、調査報道から「セクハラ」問題を考
えてみよう。二本目は，男女別のトイレ調査である。テレビ番組でも話題となっている「おむつ台」やベビーチェアの有無を調
査して，
「トイレマップ」を和泉校舎のある杉並区で作成してみよう。子育て世代への社会貢献となる身近な方策である。ただ
し、新型コロナの状況により、変更もあり得る。三本目は，
「フェミニスト」とは誰か，という問題について，テキストを読み
ながら，
「ミソジニー」など関連の問題を含めて学んでいく。
「フェミニスト」は怖い，などのイメージがあるだろうが，それは
なぜ，そう思うのだろうか。深く考えてみよう。
【到達目標】 到達目標は，テキストを読むことで，リーガル・リテラシー（法識字）を身に付けることであり，ジェンダーを
含めた，多様な考え方を知ることである。また，実践として，調査や外部でのワークショップなどを行い，積極的にプレゼンテ
ーションができるようにすることである。随時，感想文など，書く力をつける課題も用意しているので，提出物は忘れないこ
と。
【合宿】 夏休みに，埼玉県の国立女性教育会館（東武東上線武蔵嵐山駅下車）で，２泊３日で合宿を行う。この合宿は，国立
女性教育会館のフォーラムに参加するためである。ゼミ生参加のワークショップも行う。宿泊費は，１泊 1,200 円（食費別）
，
1 日目の夜の懇親会費 3,500 円，その他交通費である。合宿は，必修であり，夏休み中の短期留学などのやむを得ない事情があ
る場合以外は，必ず参加すること。
【外部活動】 オンライン等で、随時参加予定です。
以上のようなワークショップにより，ゼミ活動を外部に発信する。国立女性教育会館は，国の施設であり，アーカイブなど，
ジェンダー研究に必要な資料がそろっているので，ぜひ，活用してほしい。東京ウィメンズプラザは，都内にあり，行政関係の
資料などがそろっているので，こちらもぜひ，活用してほしい。
*全体的に、新型コロナの状況により変更がある。
【要望】 学ぶことは，効率の悪いことである。学問に王道なし。ショートカットでよいのだろうか。無駄だと思っても，いろ
いろなことに挑戦してほしい。積極的で，やる気がある学生を求める。積極的でも，やる気がなくても，本ゼミに入れば，心持
に変化が生じることを願う。

２.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

イントロダクション
『その名を暴け』の報告と討論⑴
『その名を暴け』の報告と討論⑵
『その名を暴け』の報告と討論⑶
『その名を暴け』の報告と討論⑷
『その名を暴け』の報告と討論⑸
「その名を暴け」の報告と討論⑹
『その名を暴け』の報告と討論⑺
『その名を暴け」の方向と討論⑻
『その名を暴け』の報告と討論⑼
トイレ調査⑴
トイレ調査⑵
夏合宿の事前学習⑴
夏合宿の事前学習⑵

３.履修上の注意
毎日の生活を，好奇心を持って生活してほしい。ニュースに関心を持とう。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
太宰治『人間失格』を読んでおいてください。

５.教科書
『その名を暴け #Me Too に火をつけたジャーｂなリストたちの闘い』 ジョディ・カンター、ミーガン・トゥーイー、古屋美
登里訳、新潮社
『私たちは言葉が必要だ―フェミニストは黙らない』 イ・ミンギョン タバ・ブっクス

６.参考書
『トイレは世界を救う』PHP 新書

７.成績評価の方法
毎回のゼミへの参加姿勢 30％，課外活動等への参加 50％，提出物 20％

８.その他
小説を読んだり，学割の使える映画や美術展などを，貪欲に見に行ったり，してほしい。
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問題発見テーマ演習Ａ

宮本

真也

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
問題発見テーマ演習Ａで私は，一言で言えば「権威主義」について考えてみたい。私たちの社会においてはさまざまな社会
問題が残されている。それは家族の中にも，バイト先でも，友人関係でも，就職先でも，大学でも，世間という曖昧な空間にお
いても，トラブルがあり，それらは例えば，差別や排除，いろんなことについてマウントを取りがちな傾向（学歴，収入，家
柄，性別）や肥大化した承認欲求，ジェンダー的な見下しや軽視というようなかたちをとって，私たちを悲しませたり，怒らせ
る。では，その根っこになにがあるのかということを考えるときの一つの観点として，ここで私は「権威主義」という社会にお
ける態度を挙げ，考えてみたい。
「権威」はそもそもある人の能力や属性について正しく評価して現れる。しかし，
「権威主義」
は必ずしもそうではない。最近では，SNS の評判や口コミ，あるいは自己申告の自己アピールにしたがって，誰かに盲目的にし
たがったり，信じて疑わない，ある意味で面倒くさい態度である。例えば大学名や，会社名だけで，人の評価が決まったり，場
合によってはその関係者（「A 大学に通う人の恋人」とか，
「大物政治家の息子」とか，
「上場企業の関係者」
）だからといって，
尊重することを要求されたり，ついつい大事にしてしまおうとする態度の不毛さを思い起こしてこらえばよい。社会学や政治
学や心理学の議論のなかでは，こうした「権威主義」は評判が悪く，民主主義や社会の風通しの良さを阻害してしまう原因と
して議論されてきた伝統がある。独裁国家の代表とも言えるナチスドイツを可能としてしまった理由として，この「権威主義」
が論じられてきたことも重要である。この古いが，現代でも無視できない私たちの社会的態度について，ここでは光を当てて
みたい。
この授業では，以下で挙げた書籍リストからいくつかを参加者と選び，それぞれ部分的に報告を分担し，自由に議論をする
ことで，テキストについてのお互いの理解を確かめ合いたい。ここでは，扱ったテキストの内容を歴史的現象，具体的な社会
問題，身の周りの出来事を例として検討することをおこなう。このようにして，まずは社会学や哲学における「権威主義」につ
いての説明のあり方を，応用して考えることができるように訓練したい。学生が今まで漠然と見ていた日常的な事柄を，社会
学的に，個々の出来事における個人，社会，文化の絡まり合いに注意して観察するための知識や考え方を身につけることがこ
の演習の目的である。

２.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

導入
文献講読 1-1
文献講読 1-2
文献講読 1-3
文献講読 1-4
まとめと議論
文献講読
文献講読 2-1
文献講読 2-2
文献講読 2-3
文献講読 2-4
まとめと議論
文献紹介と議論
映像作品から現代社会を考える

３.履修上の注意
自分の報告の日でなくとも，テキストは読んでくること。積極的な発言は高く評価するので，話す機会を利用すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
報告者は，前日までに，他の報告者と打ち合わし，理解を確認しておくこと。また，当日報告者以外の参加者も，テキストは
読んで望むこと。復習としては，ゼミでの不明点をまとめておき，次回に質問できるようにしておくことが重要である。

５.教科書
文献については最初の授業で提案するが、以下のものを候補にしている。
信頼にいたらない世界，数土直紀著，勁草書房
権威主義的国家，M. ホルクハイマー，紀伊國屋書店
権威主義的パーソナリティ，Th. W. アドルノ，青木書店
アフター・リベラル 怒りと憎悪の政治，吉田徹，講談社新書
（すべて扱うわけではなく，相談する）

６.参考書
７.成績評価の方法
発表 50％，レポート 50％。ただし出席状況が悪い場合は評価しない。

８.その他
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問題発見テーマ演習Ａ

山内

勇

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
このゼミでは，イノベーション・プロセスに関する経営学的・経済学的な考え方を学習します。そもそも企業はなぜイノベ
ーションを起こすのか，付加価値はどのように生み出していくべきなのか，といった観点から検討を行っていきます。特に，
製品・サービスの差別化や，それらを市場に普及させるための戦略について，経営学や経済学の理論を学んでいきます。その
うえで，抽象的な理論を具体的な製品に当てはめて議論したり，自ら仮説を立て，データを使ってそれを検証したりします。
こうした活動を通じて，このゼミでは，イノベーションのプロセスを対象に，学問の理論を現実の社会現象と結び付けて理
解する能力を身に付けること，また，この情報化社会で必要となる情報処理やデータ分析のスキルを習得することを目標とし
ています。

２.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

イントロダクション
企業におけるイノベーション活動の目的
グループワーク：プロセス・イノベーションと生産性
グループワーク：プロダクト・イノベーションと製品差別化
グループワーク： ニーズの把握
グループワーク：ターゲティング
グループワーク：事業機会の発見と選択
グループワーク：差別化の追求
グループワーク：業界研究
グループワーク：企業研究
グループワーク：データ分析の方法
グループワーク：マーケティング・リサーチ
グループワーク：ブランディング
最終報告

３.履修上の注意
発言のない学生は授業に貢献していないものとみなします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習:演習で扱うテーマについて，議論に必要となる情報を参考書等から収集しておくこと。また，担当者は報告資料を用意す
ること。
復習：演習での報告内容，議論・コメントを整理し，次の報告にいかすこと。

５.教科書
指定しない（資料を配付する）
。

６.参考書
イノベーション&マーケティングの経済学』金間大介・山内勇・吉岡(小林)徹著，中央経済社
『マーケティング・サイエンス入門』古川一郎・守口剛・阿部誠著, 有斐閣アルマ
『The Economics of Innovation: An Introduction』 G. M. Peter Swann 著, Edward Elgar Pub.

７.成績評価の方法
報告内容（５０％）
，授業への貢献（５０％）

８.その他
データ分析のためにノートパソコンを持参してもらうことがあります。
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問題発見テーマ演習Ａ

山口

生史

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
組織および組織メンバーの生産性の向上のためには，適切な情報の流れ（information flow）やメンバー間の良好な対人コミ
ュニケーション（組織内のコミュニケーションの健全性）が不可欠です。この生産性には，業績，業務効率，エラーの減少，組
織メンバーの肯定的な組織行動，組織メンバーの有能性，などが含まれます。この組織コミュニケーションの健康状態を診断
する研究をコミュニケーション・オーディット（Communication Audit）研究といいます。コミュニケーション・オーディット
研究は，見えないコミュニケーションを「見える化」したり，また組織コミュニケーションがメンバーの組織行動や態度にい
かに影響を与えるかを探るために行われてきました。したがって，このゼミの目標は，コミュニケーション・オーディットに
よって何がわかるかとその方法を学ぶことです。コミュニケーション・オーディットの調査方法には様々あり，インタビュー
などの質的調査と質問票により得たデータを統計解析する量的調査がありますが，このゼミでは,コミュニケーション・オーデ
ィットの質的調査について学びます。質的調査のうち,インタビュー調査をチームで行う予定です。それを経験することも，こ
の授業の目的の一つです。14 回の授業のうち，前半は参考資料を読み，このテーマについて理解を深めます。各回の担当者が,
指定配布資料を読んできてプレゼンテーションを行います（サマリーペーパーの提出は全員です）
。後半は，グループワークで
インタビュー調査の準備と実施をします。具体的には,インタビューガイドの作成,身近な組織の複数のメンバーへの（スノー
ボールサンプリング）インタビュー調査の実施, インタビューで得たデータの分析（質的内容分析など）を行います。そして,
分析結果に基づき,組織のコミュニケーション状態を診断して，チーム発表をしてもらう予定です。最後に,各自（チームでな
く個別）が,それらをペーパー（論文）にまとめて提出する必要があります。

２.授業内容
第１回 （a）クラスの概要説明; （b）組織コミュニケーションとは
第２回 発表（1）
： コミュニケーション・オーディットとは
第３回 発表（2）
： コミュニケーション・オーディットによってわかること
第４回 発表（3）
： 質的調査の方法 1（準備と倫理的配慮）
第５回 発表（4）
： 質的調査の方法 2 （インタビュー調査の方法）
第６回 発表（5）
： 質的調査の方法 3 （インタビューガイドの作成の解説）
第７回 インタビューガイドの作成
第８回 インタビューガイドの完成
第９回 データ分析 1 （分析方法の解説）
第 10 回 データ分析 2 （コーディング作業）
第 11 回 データ分析 3 （コーディングの修正）
第 12 回 データ分析 4 （概念間の関係を分析）
第 13 回 発表 （質疑応答とコメント）
第 14 回 まとめ
＊諸般の事情により変更の可能性はあります。

３.履修上の注意
課題などの提出は期限を厳守して下さい。調査はチームで行いますが,ファイナルペーパーは個人で書きます。調査に関しては
積極的参加とチームワークが必須です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
調査前は配布資料のリーディングのサマリー提出（課題）が必要です。調査の実施おいては, 調査準備,データ収集,データの
分析をしてきてください。

５.教科書
特に指定しません。

６.参考書
『はじめて「質的研究」を「書く」あなたへ ―研究計画から論文作成まで』太田裕子, 東京図書, 2019
その他クラスにて適宜紹介

７.成績評価の方法
出席が十分であれば以下の通りに評価します。
ファイナルペーパー 45％;
課題提出 45％;
プレゼンテーション 10％

８.その他
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問題発見テーマ演習Ａ

山本

輝太郎

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
テーマ：超入門データリテラシー
【授業概要】
さまざまな情報にあふれる今日，統計的なデータに対する一般市民のリテラシー向上は急務である。実際，日本においては数
学教育のなかで統計学習が強化され，ニュージーランドなどにおいては統計が独立科目として設置されている。統計学は「科
学の文法」と称されることもあり，現在の科学的な探求に必要不可欠なものとなっている。加えて昨今は「データサイエンス」
などの用語も広く認知されつつあり，いわゆる「文系」においても，
（専門的なデータ分析とまではいかないものの）
「データを
読む」ことの重要性はますます増している。
本ゼミナールではこうした統計データに対するリテラシーを身につけることを目標とする。具体的には，文献購読（前半）お
よび PC を通したデータ分析の実習（後半）を中心に行う。また，
「ワクチンの有効性」
「副流煙による健康リスク」などの社会
的関心の高い実際のデータを読み解き，どのようにそれらが推定されているか，そうした推定は本当に妥当か，などについて
考えてもらう。メディアなどのフィルターを通すことなく「生のデータ」を読解できるようになることは，よき市民としての
メディアリテラシーの醸成にもつながると思われる。
【到達目標】
・医学，心理学，経済学など，実証科学分野の統計データを「読む」ことができるようになる
・PC 操作を通して，ごく初歩的な統計分析を行えるようになる

２.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

イントロダクション
社会におけるデータ活用，AI とデータ
データを読む①：代表値，ばらつき，分布
データを読む②：因果と相関，母集団と標本抽出
データを読む③：クロス表，散布図
模擬データの作成
データ分析①：記述統計と推測統計，基礎統計量の算出
データ分析②：t 検定
データ分析③：カイ二乗検定
データ分析④：1 要因分散分析，多重比較について
データ分析⑤：因子分析
データ分析⑥：効果量（オッズ比，標準化平均値差，相関係数）
データ読解：ワクチンの有効性，副流煙による健康リスク，ほか
まとめ

３.履修上の注意
ゼミでは文献の購読だけでなく PC を用いた演習も行う。特別なソフト等のインストールは必要ないが，各自 PC を持参して授
業に臨んでもらう回もあるため，その点は了解したうえで履修すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
文献の購読，データの分析，レジュメの作成など

５.教科書
前半
後半

北川源四郎，竹村彰通（2021）
『教養としてのデータサイエンス』講談社
小宮あすか（2018）
『Excel で今すぐはじめる心理統計～簡単ツール HAD で基本を身につける』講談社

６.参考書
特になし

７.成績評価の方法
出席およびコメントなどの授業平常点（70%）
，発表・プレゼンテーション（30%）

８.その他
①ゼミ内容が自分の興味関心と合致しているか，あらかじめ担当講師の研究テーマ・研究内容を確認したうえで，受講してほ
しい（下記リンクを参照）
。
担当講師の研究者情報：（reseachmap）
https://researchmap.jp/kitaroyamamoto
担当講師らが構築・運営している研究サイト：
https://gijika.com/
②可能であれば「科学リテラシー」も受講し，本ゼミ内容の理解をより深めてほしい。
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問題発見テーマ演習Ａ

脇本

竜太郎

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
この演習の目標は，社会心理学の研究法を学ぶことである。特に，調査と，データに基づいて対象を統計的に分類する方法に
焦点を当てる。データに基づいた対象の分類は，学術研究だけでなくマーケティングにおいてもよく用いられる手法である。
社会心理学の研究法の基礎を学んだうえで調査を企画・実施し，得られたデータをオープンソースの統計解析・開発環境であ
る R を用いて分析する。
【到達目標】
①社会心理学研究法の基礎を身に着ける。
②基礎的な調査の手法を理解できる。
③クラスター分析の手法を理解できる。
④R によって基礎的な分析を行うことができる。

２.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

イントロダクション
実証研究の論理
問題の設定と仮説の構成
目的に応じた研究法の選択
測定の基礎
尺度構成
改訂する尺度の選択，ディスカッション
項目作成
質問紙作成
R による分析講習（データハンドリング）
R による分析講習（クラスター分析，検定）
データ分析実習
発表スライド作成
研究結果発表，春学期総括

３.履修上の注意
・グループ作業が中心となるため，途中でゼミを辞めると他の履修者が多大な迷惑を被る。安易な履修は勧めない。
・ワードやエクセルを普通に使うことができ，PC にトラブルが起きたら自分でネットで検索して解決できる程度のコンピュー
ターリテラシーを前提として授業を進める。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
レクチャーの際には事前に教科書を読んでおくこと。授業時間外でもグループでの話し合いや作業の時間が必要になる。

５.教科書
『社会心理学研究入門

補訂新版』安藤清志・村田光二・沼崎誠（編）

６.参考書
授業中に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
演習への参加度（50%）
，プレゼンテーション（50%）

８.その他
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問題発見テーマ演習Ａ

和田

悟

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
本ゼミナールでは，学部の国際交流プログラムで関係が深いタイ・ラオスを中心として東南アジアの国々について文献講読
を通して学んでいきます。この際、映像資料を使いながら東南アジアの国々様子を知ってもらうとともに、日本の関係につい
て理解を深めてもらいたいと思います。さらに、事情が許せば、オンラインミーティングなどを活用しながら，東南アジアの
事情を身近なこととして感じられるようにしたいと思います。留学生らとの交流を通じて，アジアの社会や文化を知る機会に
して欲しいと思います。アセアンは、2015 年末に経済共同体が発足し，加盟国間の連携強化など大きく社会状況が変わりつつ
あります。留学生らと一緒にアセアンの今後や日本との関係について考えてみましょう。また、他国の事情を考えることで、
日本の社会についての見方が変わるかも知れません。
到達目標は，東南アジアの社会状況について基本的な理解を深め，今後の日本との関係について具体的に考えられるようにな
ることです。異なる文化や社会を学ぶことで日本の社会について考える新たな視点を手に入れることです。
是非，経済発展の著しい新興国に友達を作りましょう。国際交流プログラムが開講されたおりには，できるだけ多くのみな
さんがタイやインドシナなどとの国際交流プログラムに参加してくれることを希望します。

２.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

イントロダクション
東南アジアと日本の経済発展
東南アジア諸国の経済発展と今後 文献講読（1）
東南アジア諸国の経済発展と今後 文献講読（2）
東南アジア諸国の経済発展と今後 文献講読（3）
東南アジア諸国の経済発展と今後 文献講読（4）
課題図書 2 の文献講読 (1)
課題図書 2 の文献講読 (2)
課題図書 2 の文献講読 (3)
課題図書 2 の文献講読（4）
課題図書 3 の文献講読（1）
課題図書 3 の文献講読（2）
課題図書 3 の文献講読（3）
課題図書 3 の文献講読 (4) ・まとめ

３.履修上の注意
「新興国事情」では関連するテーマについて，PC による実習をしながら学習します。理解を深めるのに役立ちます。あわせて
受講すると理解が深まるでしょう。
オンラインでの学生交流を実施する場合には、変則的な日程で課外活動が行われることがあります。積極的参加を希望します。
課題図書 2,3 は未定です。第 6 回までの授業での参加学生の関心や，適時の課題に応じて相談して決めます。
オンラインでの学生交流が実施可能な場合には、第 7 回~9 回にかけて、準備・実施・ふり返りを行います。交流を実施する際
は、時差などの都合から、日時を変えて実施することがあります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
テキストの分担を決めて発表をしながら上記の内容を進めてゆきます。予習として指示されたことを，きちんと取り組んでき
てください。

５.教科書
『新興貿易立国論』大泉啓一郎, 中公新書ほか

６.参考書
『老いてゆくアジア』大泉啓一郎,中公新書
『デジタル化する新興国』伊藤亜聖，中公新書など

７.成績評価の方法
授業時間における発表・発言 50%, 小レポートを含む提出課題 50%

８.その他
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問題発見テーマ演習Ａ

渡邊

容子

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
大学生活の目的・目標がしっかり意識できていますか。大学生活は、学生生活から職業生活に移行するための重要な期間であ
り、社会の中で自分をどう位置付けるかを考える時間でもあります。現在、想定外の感染症の世界的拡大により、これまで顕
在化されてこなかった社会・組織・人々の多様な課題が浮き彫りになり、まさにＶＵＣＡ時代の到来と言えます。社会は、今後
も常に変化していきます。
特にこれからの時代は、大きく、想像を超えた変化に遭遇する可能性は否定できません。そのような環境にあっては、自分
自身のあるべき姿、目指すべき姿と今の状況とのギャップを「問題」と捉え「未来を見据え、率先して理解と現実のギャップを
見つける力」が必要とされます。このような「変化の時代」に必要になるのは、
「予測できない出来事を“キャリアを再考する
機会”と捉えてプラスに変換させる」という行動特性です。そこで、これからの大学生が生き抜かなくてはならない時代環境
に必要なキャリアの概念について学ぶことが重要と考えます。
この演習Ａにおいては、キャリアの理論を学ぶことから、自己概念を整理し、内的キャリア形成における問題を探索するこ
とを目的とします。自分の適性や興味・関心と結びつけて、社会の中で自分を活かし行動することについて、具体的な問題を
イメージできる基礎的な知識の習得を目指します。
大学生活におけるキャリア形成の意義を理解し、社会への関心を深めるとともに、自己理解を進めることを到達目標としま
す。

２.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

キャリア形成の扉を開く
社会とのつながり、社会に関心をもとう
自分を知ること、自己理解
ドナルド・Ｅ・スーパーの理論
ジョン・L・ホランドの理論
エドガー・Ｈ・シャインの理論
ジョン・Ⅾ・クルンボルツの理論
その他の理論と理論学習のまとめ
情報について考えよう
自分の興味と課題を見つける
レポートの書き方と課題
グループワークの意義と目的
情報の共有
レポートの提出と今後の課題

３.履修上の注意
可能であれば、
「問題発見テーマ演習Ｂ」とセットの履修を推奨します。
キャリア形成の観点から、学生間・学生と教員間のコミュニケーションを重視します。
無断欠席をしないこと。授業の参加度として出席を重要視します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
現状における自分自身のマイナス面、プラス面を認識し、将来に向けて「やりたいこと」
「できること」
「やるべきこと」を考え
ておくこと。

５.教科書
特に指定はしません。毎回レジュメを配布します。

６.参考書
『大学１・２年から始めるキャリアデザイン』
、釼地邦秀、(日本経済新聞出版社)

７.成績評価の方法
授業への参加度 30％，授業内提出物 30％，レポート 40％

８.その他
演習を通して、将来に向けて自らの個性を活かした人生選択ができるよう、自己理解・進路に対する最適解を求めて、考えを
深めてください。

72

問題発見テーマ演習Ｂ

阿部

力也

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
この授業では，比較的，新しく，重要とされる最高裁判所の刑事判例および下級審の刑事裁判例のいくつかを取り上げたい
と思います。そして，①事案の内容（いわゆる事件とよばれる部分）をしっかりと読み込み，具体的に何が問題とされているの
かを探っていきます。②指摘された問題について，裁判所はどのような判断を下しているのか，これを実際の「判決」
「決定」
から読み解いていくことにしましょう。③裁判所の判断の妥当性をめぐるさまざまな見解（とくに学説とよばれる考え方です）
を検討します（この部分は受講生のみなさんにリサーチしてもらい，受講生のみなさんとで議論することとしたいので，③の
段階がもっともゼミナール・演習らしい取組みとなります）
，④最終的に当該判例の射程を明らかにしていきましょう（類似の
事例にさらに適用できるのでしょうか，問題となった事案でのみ適用可能だったのでしょうか？）
。以上がこのゼミナール・演
習の概要です。
このような手順を繰り返すことで，「犯罪と法（刑法）」がどのようなことを対象とする学問なのかについて，受講生のみな
さんに具体的なイメージをもってもらい，さらには興味をもってもらえればと思っています。つまり，
「犯罪と法（刑法）
」につ
いて学ぶということは，
「法律」を勉強するということにほかなりませんから，法律学がどのようなことを問題・課題としてい
るのか，その問題にどのように対応・答えを導くのか，法律学の思考方法の一端に触れることの楽しみみたいなものを受講生
のみなさんと共有することが，このゼミナール・演習の到達目標ということになります。

２.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

イントロダクション～ゼミナールの授業概要と目標の確認，今後のスケジュールの説明。
犯罪と法（刑法）の基本的な考え方，
「法律」を解釈するということの意味を確認しよう。
犯罪と法を考える上で重要な指針～罪刑法定主義について学ぶ。
刑罰としての死刑について考える。
判例・裁判例を読み込むための準備作業①～犯罪論の体系とは何か？
判例・裁判例を読み込むための準備作業②～犯罪論の体系をもっと理解しよう！～具体的な事実からの考察。
犯罪は行為として確定されなければならない～とくに不作為犯を考える。
因果関係の重要な判例①
因果関係の重要な判例②
錯誤をめぐる重要な判例
違法性阻却（事由）の基本的な考え方
正当防衛をめぐる重要な判例
責任論の構造
まとめ～法律学の魅力～これからの勉強の仕方，職業としての法律実務家（公務員を含む）のイメージをつかむ。

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
最近、問題となっている事件や（電車襲撃事件を始めとする通り魔的犯罪など）
、有名な事件の判例・裁判例を取り上げます。
報道されている事件につねに関心を持っていて欲しいと思います。また，かならずという意味ではありませんが，できるだけ
講義科目「犯罪と法」を履修していたほうがこの演習・ゼミナールの内容を理解し易いと思います。
この科目も大学全体の「活動制限指針」に従い対面授業を原則としますが、指針の「レベル」に変更があった場合にはシラバ
スの補足によって対応するので、履修者の皆さんは、適宜 Oh-o!Meiji のクラスウェブを参照してください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
指定された判例はこちらがコピー等で用意しますが，かならず事前に読んできてください。また毎回ではありませんが必要
な文献・資料をリサーチ，それを読み込むことが必要になります。

５.教科書
阿部力也『刑法総論講義案』
（2019 年・成文堂）

６.参考書
授業の進行，内容に応じて随時指示します。

７.成績評価の方法
必要に応じてレポートを何回か課します。レポート 50％，平常点 50％（授業回数の３分の２以上の出席者のみを評価の対象
とし，授業態度，授業での発言などによって評価します。
）
。

８.その他
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問題発見テーマ演習Ｂ

岩渕

輝

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 いのちや生き方の諸問題を考える上で，倫理学は重要な手がかりになります。このゼミでは，まず，倫理学の
入門書を用いて倫理学の基礎知識を一通り習得します。
その後で，生殖医療・生命操作・出生前診断・デザイナーベビーなど＜いのち＞や生き方と関係する問題を取り上げ，倫理学
を手がかりに掘り下げてゆきます。また，これらの問題の背後には，隠れた形で優生思想が潜んでいることも多いので，優生
思想とその問題点についても議論します。
ゼミの時間は，全員で読む輪読用テキストを決めて発表当番を割り当て，当番の人に発表していただき，ゼミ生全員で議論
することが中心になります。また，輪読用テキストとは関係なく，日ごろ自分が抱いている疑問を提示し，それについて他の
ゼミ生から意見をもらう時間もとる予定です。他のゼミ生からの質問に答えたり，様々なコメントをもらったりする中で，自
分の考えを深めて下さい。
【到達目標】 このゼミでは，
（1）いのちや生き方に関する諸問題について絶えず考え，自分なりの答えを探る能力，
（3）他の
ゼミ生と議論する能力，を身につけることを主な到達目標とします。

２.授業内容
第１回 はじめに
第２回 倫理学の基礎（1） －幸福－
第３回 倫理学の基礎（2） －正義－
第４回 倫理学の基礎（3） －自由－
第５回 倫理学の基礎（4） －平等－
第６回 倫理学の基礎（5） －医療と科学技術－
第７回 ＜いのち＞の諸問題（1） －優生思想－
第８回 ＜いのち＞の諸問題（2） －出生前診断－
第９回 ＜いのち＞の諸問題（3） －生殖医療－
第１０回 ＜いのち＞の諸問題（4） －生命操作－
第１１回 ＜いのち＞の諸問題（5） －ゲノム編集とデザイナーベビー－
第１２回 ＜いのち＞の諸問題（6） －見捨てられる＜いのち＞－
第１３回 ＜いのち＞の諸問題（7） －新型コロナ禍問題－
第１４回 ａのみ：まとめ

３.履修上の注意
履修者が決定した後で参考書の中から輪読用のテキストを 2 冊前後選定し，購入していただく予定です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
発表当番に当たった時は，十分準備して発表して下さい。また，自分が発表当番に当たっていない週でも，輪読用テキスト
は必ず予習・復習し質問を準備してゼミに臨んで下さい。

５.教科書
とくにありません。

６.参考書
『いのちを“つくって”もいいですか？ －生命科学のジレンマを考える哲学講義－』島薗進。NHK 出版，2016 年。
『完全な人間を目指さなくてもよい理由 －遺伝子操作とエンハンスメントの倫理－』M.サンデル。ナカニシヤ出版，2010 年。
『それをお金で買いますか』M.サンデル。ハヤカワ・ノンフィクション文庫，2014 年。
『「現代優生学」の脅威』池田清彦。インターナショナル新書，2021 年。
『世界史の針が巻き戻るとき －「新しい実在論」は世界をどう見ているか－』PHP 新書，2020 年

７.成績評価の方法
ゼミにおける発表・ディスカッション：50％。平常点：50％。

８.その他
考えることが好きな人，
「本当のことが知りたい」という気持ちの強い人，本好きの人，普段話す機会があまりない話題につ
いて誰かと話してみたい人，答の無い問題に向かう意欲のある人を歓迎します。ゼミ生の中から，物事を深く考える人がたく
さん出てくれると嬉しいです。
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問題発見テーマ演習Ｂ

牛尾

奈緒美

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
人権尊重や多様性を容認する社会を実現するためにマスメディアの責務は重大である。マスメディアの発信するコンテンツは
人々の価値観に影響を与え、世論形成や社会意識の醸成、正しく機能すれば啓蒙的役割も果たしうる。
そこで、本ゼミナールは「マスメディアとジェンダー」をテーマとして、前半は「メディア表現におけるジェンダー」
、後半は
「メディア企業における組織のジェンダー」を中心に研究発表を行っていく。前半では、現代日本のマスメディア企業の発す
る情報や制作物を調査・分析し、それらがよりよい社会の形成を目指すうえで適切なものであるかどうか検討を行い、後半で
は、マスメディアの企業内部のジェンダー問題について分析の目を向けていく。当然のことながらジェンダーの視点には、女
性問題のみならず LGBT に対する差別問題も含まれ、より広範には障がいの有無や国籍、人種、年齢等の属性による差別問題も
視野に入る。ジェンダーを起点に、広くダイバーシティの問題にも焦点をあて、今後のマスメディアのあり方について考えて
いくことを目的とする。
具体的にはグループ単位で特定のケースについて調査・分析を行い、その結果をパワーポイントにまとめ口頭発表を行う。発
表は学期中に複数回担当するように設計し、各発表に対しゼミナール全体で質疑応答や議論を展開していく。
授業の到達目標は、自分自身の問題意識を仲間と共有しながら議論し、最終的にはグループとしての研究発表にまとめ上げ
る能力を養うことにある。情報収集、分析、論理的思考、発表や議論でのコミュニケーション能力の向上も目指していく。

２.授業内容
第一回 イントロダクション
第二回 プレゼンテーション①
第三回 プレゼンテーション②
第四回 プレゼンテーション③
自己紹介を兼ね各自の考える社会的課題についてのプレゼンテーション
第五回 発表①
第六回 発表②
第七回 発表③
第八回 発表④
第九回 発表⑤
「マスメディアとジェンダー」をテーマとして、各班による発表と質疑応答・議論の展開。
マスメディアで発信されている各種コンテンツを批判的に分析する
第十回 発表⑥
第十一回 発表⑦
第十二回 発表⑧
第十三回 発表⑨
「メディア企業における組織のジェンダー」をテーマとして、各班による発表と質疑応答・議論の展開。
テレビ・新聞・雑誌・ラジオ 各業界を代表する企業調査
第十四回 総括

３.履修上の注意
毎回、積極的に発言すること。ゼミナールへの参加姿勢により評価を行う。やむを得ず欠席する場合は、理由を添えて事前に
届け出ること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習については、前週に指示するので各自準備をして授業に臨むこと。事前に授業に関わる資料を配布したり調べるべき課題
を指定したりするので、それを読み自分なりの理解と考えを整理すること。

５.教科書
適宜、提示する。

６.参考書
適宜、提示する。

７.成績評価の方法
出席状況と発表の成果や、他のグループの発表に対するコメント、議論等への参加姿勢をあわせて評価する。

８.その他
授業内容は今日的な企業動向や政府方針と直接的に関係するため、履修者は常時、時事問題やニュースに関心を払い、その知
識に基づき議論に参加することが求められる。
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問題発見テーマ演習Ｂ

小田

光康

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
この演習ゼミは「マスメディアとジャーナリズムの諸問題」をテーマにしています。この問題について明治大学セミナーハウ
スで合宿形式のワークショップを実施します。２－３人のグループに分け、それぞれが決めたテーマについて調査研究をして
発表・議論することでマスメディアとジャーナリズムの諸問題を理解することを目的とします。
このゼミでは和泉キャンパスで土曜日午前中１回，マスメディアとジャーナリズム関する基礎知識を習得する講義を行います。
その後、明治大学セミナーハウスで２泊３日のワークショップ合宿を開きグループごとの調査研究をし、最終発表とまとめの
授業を実施します。
日程については，９月中に和泉で１回，10 月から 11 月末までの週末・休日にセミナーハウスでのワークショップ合宿を予定し
ています。詳細については追って連絡します。

２.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

イントロダクション（和泉）
マスメディア・ジャーナリズム入門（和泉）
グループ分けとテーマ設定（和泉）
ワークショップ：課題調査（１）
（セミナーハウス）
ワークショップ：課題調査（２）
（セミナーハウス）
ワークショップ：課題調査（３）
（セミナーハウス）
ワークショップ：課題調査（４）
（セミナーハウス）
中間発表（セミナーハウス）
ワークショップ：プレゼンテーション資料制作（１）
（セミナーハウス）
ワークショップ：プレゼンテーション資料制作（２）
（セミナーハウス）
ワークショップ：プレゼンテーション資料制作（３）
（セミナーハウス）
ワークショップ：プレゼンテーション資料制作（４）
（セミナーハウス）
調査結果発表（セミナーハウス）
まとめと反省（セミナーハウス）

３.履修上の注意
このゼミは土曜日午前中に和泉キャンパス１回，明治大学セミナーハウスで２泊３日の合宿形式で実施します。ワークショッ
プ合宿形式の協働学習なのですべての授業に出席することを履修要件とします。また，合宿参加費として約１万円が必要です。
パソコンは各自用意すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
新聞記事は毎日必ず目を通すこと。

５.教科書
堀部政男，長谷部恭男編『メディア判例百選』有斐閣，2005 年

６.参考書
長谷部恭男，山口いつ子，宍戸常寿編『メディア判例百選

第２版』有斐閣，2018 年

７.成績評価の方法
ワークショップへの参加度（50％）とアウトプット内容（50％）で評価する。全授業の出席を最低条件とする。

８.その他
学生同士で，ある問題を見つけ，世間にそれを問い，社会的な傾向を見つけるアプローチを学んでください。
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問題発見テーマ演習Ｂ

熊田

聖

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
このゼミの目標は，基礎ゼミナールで習得した研究技術を用いて，調査，発表，論文作成を行うことが出来るようになること
です。つまり，ある分野について学習したことをうまく伝えていくことをトレーニングしていきます。対人的 well-being とも
いえます。そのため，選んだテーマに対し，調査・準備をし，授業は自由に皆さんの考えをのべてもらう場となります。その上
で，仲間の意見も知ってもらうよう，ディベートも行う予定です。また「思索トレーニング」では，毎回与えたテーマについて
自分の考えを A4 サイズ１枚にまとめて提出してもらいます。

２.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

発表練習，スケジュール決定，名札作成
発表テーマ，グループ決定
発表，思索トレーニング
発表，思索トレーニング
発表，思索トレーニング
ディベート
質疑応答形式発表，思索トレーニング
質疑応答形式発表，思索トレーニング
質疑応答形式発表，思索トレーニング
商品開発ゲーム
商品開発ゲーム
社会企業家としての発表，思索トレーニング
社会企業家としての発表，思索トレーニング
社会企業家としての発表，思索トレーニング

３.履修上の注意
このゼミは，現代社会の問題に対して関心を持ち，調査，分析に関心があり，またグループでの活動，他者との人間関係を築け
る学生に適しています。また，調査は各自で行ってもらうので自由度は高いですが，詳細に分析し，工夫して発表する必要が
あるので，熱意のある学生が望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
発表の準備

５.教科書
「意思決定論理」

熊田聖

泉文堂等，詳細については授業内で連絡します。

６.参考書
社会起業家に関する書籍
その他の書籍については，授業内で連絡します。

７.成績評価の方法
評価は，
１）レジュメと発表内容 30％
２）発表者へのアドバイス 30％
３）ディベートへの参加 20％
４）思索トレーニングへの参加 20％
以上４点で行います。

８.その他
出席点はないため，発表，ディベート，思索トレーニングへの自発的な参加をする学生に適しています。重要なのは，詳しく調
査した内容を「いかに仲間に理解してもらうように伝えるか」という熱意です。

77

問題発見テーマ演習Ｂ

川島

高峰

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
このゼミナールでは「新しい資本主義とデジタル田園都市国家構想について広域概念としての環境から考える」ことに取り
組みます。
岸田総理はアベノミクスからの転換を図りつつあります。新しい資本主義、デジタル田園都市国家、経済安全保障が岸田政
権の新しい 3 本の矢ということになるでしょう。いずれも安倍政治の主要政策とは異なる面があります。パンデミックにより
国際社会の地理政治学的（地理的でかつ軍事・経済的な力学）関係も変容してきています。
このゼミナールでは、今現在の政府が進めようとしているこの三つの政策の要点と直近の安倍・菅政権からの政策・政局の
経緯について理解し、デジタル田園都市国家構想について特定の地方行政機構と関連して、その現場の学びを織り込んで、日
本の未来構想について見識を深めることを到達目標とします。
「広域概念としての環境」とは、衛生環境、都市環境、自然環境、自然災害に対する環境、公共事業による環境といった観点
であり、脱炭素社会の取組などはその代表と言えるでしょう。

２.授業内容
第１回 保守とは何か？ 革新とは何か？
第２回 日本政治の保守４系
第３回 所謂、昭和モデルについて
第４回 安倍政治は何を目指したのか？ 美しい国日本
第５回 地方創生で地方は創成できたのか？
第６回 アベノミクスの是非
第７回 新しい資本主義って何？ １
第８回 新しい資本主義って何？ ２
第９回 経済安全保障とは １
第１０回 経済安全保障とは 2
第１１回 デジタル田園都市国家って １
第１２回 デジタル田園都市国家って ２
第１３回 デジタル田園都市国家って ３
第１４回 新しい日本ってどんな国？

３.履修上の注意
必須ではありませんが、本ゼミの理解と学生間の親睦を深めるためにできるだけ講義科目「政治学」の履修をすることをおす
すめします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
内閣府の岸田内閣の重点政策、新しい資本主義、デジタル田園都市国家構想、経済安全保障についての文献を見ておくように
しましょう。

５.教科書
特にありません。そもそも，教科書のない問題ばかりですからね。

６.参考書
「Society 5.0 実現に向けて Society 5.0 実現に向けて」 - 内閣府
https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/juyoukadai/infra_fukkou/12kai/sanko2.pdf
「不安な個人、立ちすくむ国家」 - 経済産業省
https://www.meti.go.jp/committee/summary/eic0009/pdf/020_02_00.pdf

７.成績評価の方法
平常点 60％，活動成果の質評価 40％

８.その他
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問題発見テーマ演習Ｂ

清原

聖子

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
2020 年のアメリカ大統領選挙では，新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中で，共和党のトランプ候補ｖｓ民主党の
バイデン候補の激しい戦いが繰り広げられた。日本のメディアでも大統領選挙について連日のように大々的に取り上げられた
ため，日本の若者にとっても関心の高い選挙だったのではないだろうか。
本ゼミナールの目標は，メディア不信やメディアの分極化、といったアメリカのメディア環境の特徴について日本との比較
の視点から理解を深め，現代アメリカ政治とメディアに関する諸課題を検討することである。授業では，アメリカ政治とメデ
ィアに関する文献やドキュメンタリー番組を用いて，大統領制と議院内閣制の違いや大統領選挙の仕組みなど，基本的なアメ
リカの政治制度について学んだ上で、履修生のグループ研究へつなげていく。長引くコロナ禍でアメリカ政治・社会がどのよ
うに変化しているのか、検討していきたい。
【到達目標】
到達目標は、3・4 年次のゼミでの研究にも役立つように，グループワークとして問題を発見し，分析する力やプレゼンテー
ション能力を高めることである。

２.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

イントロダクション
アメリカ政治とメディア（講義）
2020 年大統領選挙に関するドキュメンタリー番組・ディスカッション
教科書輪読①
教科書輪読②
教科書輪読③
教科書輪読④、グループ分け
教科書輪読⑤、グループワーク①
教科書輪読⑥、グループワーク②
教科書輪読⑦、グループワーク③
教科書輪読⑧、グループワーク④
グループ研究発表
グループワーク振り返り・レポート作成
まとめ

＊授業内容や順番には変更の可能性があります。

３.履修上の注意
無断欠席をしないこと。グループワークに必要なため、ノート PC 又はタブレット端末を各自用意すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回教科書の指定された箇所を読んでディスカッションに臨むこと。日ごろからアメリカ政治関連のニュースについて，テレ
ビや新聞，オンラインニュースなどで情報収集しておくことを勧める。

５.教科書
『現代アメリカ政治とメディア』前嶋和弘，山脇岳志，津山恵子（編）
，東洋経済新報社，（2019）

６.参考書
『教養としてのアメリカ研究』清原聖子（編）
、大学教育出版，
（2021）
『アメリカ政治の地学変動―分極化の行方』久保文明、中山俊宏、山岸敬和、梅川健（編）
、東京大学出版会，
（2021）
『アメリカ大統領選』久保文明，金成隆一，岩波新書，
（2020）
『アメリカの政党政治―建国から 250 年の軌跡』岡山裕，中公新書，
（2020）
『メディアが動かすアメリカ―民主政治とジャーナリズム』渡辺将人，ちくま新書，
（2020）
『フェイクニュースに震撼する民主主義―日米韓の国際比較研究』清原聖子（編）
，大学教

７.成績評価の方法
授業への貢献度（発表の内容とディスカッションへの参加）50％，研究成果発表 30％，レポート 20％

８.その他
履修者の人数や希望によるが、学部主催の「ガクの情コミ」バーチャル研究交流祭でグループ発表を行う予定。
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問題発見テーマ演習Ｂ

後藤

晶

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
テーマ：
「社会科学・行動科学のためのプログラミング入門」
授業の概要：
昨今では，心理学や脳神経科学のみならず，従来は実験という手法が用いられてこなかった経済学，会計学，政治学や社会
学といった分野でも「実験」という手法が用いられている．ここでいう実験とは，実験室で実験参加者を対象に実施する実験
室実験に限らず，広義な意味で現実の生活場面に実験を持ち込んだフィールド実験やコンピュータシミュレーションも含まれ
ている．
「実験」を用いて社会における人間の行動の解明，さらに人間行動を踏まえた制度・政策設計を試みる「実験社会科学」
という領域も確立しつつある．
本演習においては，様々な社会科学領域における「実験」について検討する新たな実験・調査手法としてのインターネット
に着目し，インターネットを使った実験手法について概要を学ぶ．
具体的には，Python の 1 ライブラリである oTree を用いて，
「アンケート」とゲーム理論にもとづいた「実験」をインターネ
ット上で実施するためのプログラミングを学ぶ．これらの実験は特に「ゲーム理論」に依拠しているものもある．したがって，
ゲーム理論的な思考法についても同時並行的にゼミの中で涵養していくこととする．そして，インターネットを使った実験を
実施し，実際に集めたデータを分析する予定である．
なお，本演習ではプログラミング経験は問わない．過去にプログラミングを学んだことがない学生も臆せず参加してほしい．
到達目標：
1. 社会科学・行動科学領域における実験の意義について説明することができる．
2. Python によるプログラミングの基礎を理解できる．
3. ゲーム理論の基本的な考え方を理解できる．

２.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

イントロダクション
プログラミングの基礎（1）
プログラミングの基礎（2）
プログラミングの基礎（3）
プログラミングの基礎（4）
プログラミングの応用（1）
プログラミングの応用（2）
ゲーム理論の基礎
実験のための倫理
実験設計（1）
実験設計（2）
分析（1）
分析（2）
発表・総括

３.履修上の注意
・演習形式の授業であるために出席を重要視する。また，発表担当者になった場合は必ず発表資料を用意して出席すること。
・この授業では Python を用いたプログラミングを行う。授業でも紹介するが，自宅の PC にも Python および適切な IDE をイン
ストールすること。
・可能であれば PC を持参して演習に参加すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
小課題の提出・発表の準備等が必要となる。

５.教科書
教員が資料を用意するが，必要に応じて web 資料等を紹介する．

６.参考書
適宜授業内で紹介する。

７.成績評価の方法
授業への貢献 50%，課題の評価 50%。

８.その他
演習形式としているが，授業内ではグループワークを重視する。担当教員が開講する「問題発見テーマ演習 A」で得られた知識
が「問題発見テーマ演習 B」の理解に有用であるために連続して受講することを勧める。しかし，必ずしも連続した受講を前提
としない。
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問題発見テーマ演習Ｂ

小林

敦子

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
◆[演習テーマ] アメリカから見た日本のサラリーマンとオタク―「otaku vs salaryman」を読む―
１.授業の概要・到達目標
[授業のねらい]
この授業では、いわゆる「オタク」と「オタク文化」に関する英語の文献を読み、海外の視点から見た日本の社会および文化
について考え、そこから各自がトピック（問い）を見出し議論する。この作業により、英文読解力の養成、事実と意見を分け大
局的視点で文章を読む姿勢の涵養、
「問い」と「論点」の立て方、資料の検索と評価の方法、引用の方法を習得することをねら
いとする。
[授業のスケジュールと具体的な内容]
14 回の授業を 3 期に分け、第 1 期は「オタク」と「サラリーマン」に関する講義を聞き、資料検索と引用方法を学ぶ。第 2
期は、英文（「otaku vs salaryman」
）を読む。第 3 期はこの英文から各自がトピックを見出して小論（議題を含）を発表し、
全員でディスカッションを行う。
[履修生が取り組む課題]
履修生は英文和訳（担当部分）を発表の１週間前までに提出する。小論（議題）発表は 1000 字程度の論述（引用 2 つを含む）
により行う。授業ではディスカッションに参加し、講義や発表に対する考えや疑問点を出し合う。その他資料の検索などの作
業課題を適宜配信するので、取り組む。
[「オタク」と「オタク文化」について]
「オタク」は 1975 年に開始されたコミックマーケットに集まったマンガファン同士が知らない相手を呼ぶ呼称として使われ
始めたとされる。以前はマンガ、ゲーム、アニメ等の熱狂的な愛好家が「おたく」とひらがなで表記され、1980 年代末から 90
年代にかけてはある事件を契機として危険視された。しかし現代では「オタク」とカタカナで表記され、熱狂する対象範囲も
広がり、さらに「クールジャパン戦略」に象徴されるように日本が海外に発信するポップカルチャーとして重要視されている。
授業では「オタク文化」に関する英語文献を読む前に、
「オタク」と「オタク文化」の変遷をたどる。また英部文献では「オタ
ク」と並んで「サラリーマン」が日本の代表的な男性像として挙げられているため、なぜ日本の代表的男性像が「サラリーマ
ン」となったのか、それが「オタク」と対比的に論じられるのかを学ぶ。

２.授業内容
２.授業内容＊
第１回 イントロダクション（授業の説明・履修生の交流・英文和訳の割当）
第２回 日本におけるオタクとオタクに対するまなざしの変容
第３回 日本におけるサラリーマン像
第４回 英文読解（Otaku vs Salaryman）１
第５回 英文読解（Otaku vs Salaryman）２
第６回 英文読解（Otaku vs Salaryman）３
第７回 英文読解（Otaku vs Salaryman）４
第８回 資料の検索と評価（Wikipedia の使い方）
第９回 引用の方法（著作権との関連）
第１０回 履修生による小論（議題）発表とディスカッション１
第１１回 履修生による小論（議題）発表とディスカッション２
第１２回 履修生による小論（議題）発表とディスカッション３
第１３回 履修生による小論（議題）発表とディスカッション４
第１４回 まとめ

３.履修上の注意
英文和訳と小論発表は必須作業であり、根気強い学習姿勢が望まれる
作業課題が多いためスケジュール管理力、探求心、読解力、論理的思考、自分の説明をわかりやすく他者に伝え、他者の発言も
真摯に聞き理解する力が求められる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
作業課題（資料の検索等）を数回予復習として配信する

５.教科書
テキストはなし

資料検索と小論発表の方法に関する授業資料を Oh-meiji にて適宜配信する

６.参考書
授業時に適宜紹介する

７.成績評価の方法
授業への取組み（作業課題を含む）[40%], 日本語訳発表[20%] , 小論（議題）発表[40%]

８.その他
英語の基礎的な読解力と地道な作業の継続力が必要である。履修人数等により授業内容とスケジュールは多少変更する場合が
ある。
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問題発見テーマ演習Ｂ

小林

秀行

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
本講義は，３年次からの問題分析・解決ゼミナールの履修に向けた基礎的な研究能力を養うことを第１の目的としています。
研究においては，社会で起こっているさまざまな事柄に対する「問題発見」
，つまり「自分なりの問いを立てる」ということが
とても重要になります。しかし，この「自分なりの問いを立てる」ということは言葉にするほど簡単なことではなく，社会の中
で起きている事柄を自ら調べ，これまでは何が問題とされてきたのかを学び，ときには参加や観察のような体験を通して理解
するなどといった，問題を発見しようという積極的な努力がなければ，容易には得ることができません。本講義，
「問題発見テ
ーマ演習Ｂ」では，自然災害を主な事例として取り上げ，このような「自分なりの問いを立てる」という能力を養うための取り
組みを行います。わが国では自然災害が頻発することから，被災地の状況や，現場で発生している問題について，学校での防
災教育やメディアによる報道などで見聞きした経験のある方が多いかもしれません。しかし，災害からの避難，避難所での生
活，復旧・復興の現場で実際にどのようなことが行われているのか，ということを詳細に知っているという方は，あまり多く
はないのではないかと思います。問題発見テーマ演習Ｂでは，そうした自然災害の実態の中でも，とくに自然災害の伝え方に
着目し，災害の伝承・語り継ぎ，教育や災害情報の共有といった点まで広く射程としながら，グループワークによる学生間の
対話によって，こういった自然災害時に発生する問題をあらためて学び，そのあり方を議論することを通じて，それらの問題
の背景に存在する社会的要因に迫っていきます。講義は導入として数回，担当教員からの講義を経たのち，①課題図書の精読
と発表，②研究テーマに関するグループワークの 2 点によって進んでいくことになります。具体的には，担当教員が設定する
共通テーマに関連した書籍を課題図書として指定するので，基礎知識の獲得のためにこれらの書籍の発表を行っていただきま
す。課題図書の報告によって知識を蓄積しつつ，各班では共通テーマに関連させた独自のテーマを設定し，学期末の報告に向
けて調査を進めて頂きます。講義の到達目標は，「正解のない問いへの向き合い方を獲得すること」「自ら問題設定ができる能
力を獲得すること」
「自然災害に関する知識を獲得すること」の３点とします。

２.授業内容
第 01 回：災害を伝える①「災害とは何か」
第 02 回：災害を伝える②「１万年を超えて」
第 03 回：災害を伝える③「失われた『ふるさと』
」
第 04 回：映像視聴①
第 05 回：映像視聴②
第 06 回：映像視聴③
第 07 回：災害を伝える④「死の受容と鎮魂の方法」
第 08 回：グループワーク①
第 09 回：グループワーク②
第 10 回：グループワーク③
第 11 回：グループワーク④
第 12 回：グループワーク⑤
第 13 回：グループワーク⑥
第 14 回：最終発表会
（担当教員の判断により，適宜変更することがあります。
）

３.履修上の注意
〇本講義はグループワークを主体とするため，受講生の協力なしには成立しません。
「居眠り」や「無言で座っている」などの
行為は，履修の意志がないものとみなし，単位認定を行わないことがありますので，履修を希望する場合は注意してください。
〇環境への配慮、感染症に対する感染防御の観点から、配布物やリアクション・ペーパー等はすべて oh-meiji を通して行いま
す。そのため、講義中に PC 等で資料を閲覧することを認めます。紙媒体で資料を用意するよう指示があった場合や、必要を感
じた場合は各自で印刷をお願いします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：あらかじめ関連する報道・資料などを調べ，基礎的な知識を得ておくこと。
発表用の課題図書を読み，発表資料を作成すること。
復習：各回における資料や議論を整理し，発見した点や疑問点を明確にしておくこと。

５.教科書
特になし。適宜資料を配布します。

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
講義への積極的な参加（40%）
，期末レポート（4,000 字以上）
（60%）
なお，4 回以上欠席した場合，単位認定を行わないので注意すること。

８.その他
自然災害は社会の実像を映し出す鏡ともいわれます。決して明るいテーマとは言えませんが，自然災害を正面から見据えるこ
とで，当たり前と思っていた現代社会にも，多くの疑問が浮かんできます。３年次以降，自分なりの問い，専門分野をもちたい
と考えつつも，未だ見つかっていないという学生には，それを発見する一助になるかと思います。
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問題発見テーマ演習Ｂ

坂本

祐太

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
＜授業の概要＞
「勝手に部屋の掃除をしてくれるロボットがあればいいのに」
「勝手に料理を作ってくれるロボットがあればいいのに」
「勝手に荷物を運んでくれるロボットがあればいいのに」
といった我々人間の多くの願い（欲望）は, これまで人工知能によって叶えられてきました。近年の人工知能の発達は目覚ま
しく, 将棋・囲碁・チェスの世界では一流のプロをも打ち負かし, 我々人間の知能を分野によっては遥かに凌駕しているのが
現実です。皆さんも「人工知能の発達によって, 我々人間の仕事が将来無くなるのではないか...」という議論を一度は耳にし
たことがあるかもしれません。
本ゼミナールでは, 人工知能に関する物語を読み進める中で, 「人工知能と我々人間は何が違うのか」という問いに「こと
ば」の観点から迫ることを目標とします。秋学期の問題発見テーマ演習 B で教科書として扱う物語は, 勉強嫌いでわがままな
11 歳の王子の浅はかな言動がきっかけで, 邪悪な魔術師により城中の人間が「人間の言葉の意味を理解し, 人間の命令を実行
する人形」に置き換えられてしまうところから始まります。王子は素晴らしい人形を手に入れたと最初は思うわけですが, す
ぐに「意図理解」に関する人間とそのようなロボットの違いから, 数多くの問題に直面し, 奮闘していくことになります。
「料
理を作って」
「その本が見たいんだけど」など, 我々が普段人に何かお願い・命令するときに使う表現がロボットによってどの
ように理解され, その結果どのような問題が生じるのかを, 物語を通して垣間見る中で, 人工知能と我々人間の違いについて
考えます。
また, ゼミナール後半では, まとめとして教科書で学んだことをベースに人工知能に関するトピックをグループ単位で自由
に設定し, 調査を行い, その結果を発表していただきます。
＜授業の到達目標＞
・文献の重要点を簡潔にまとめ, 他者に分かりやすく伝える力を身につける
・人工知能と人間の違いについて自分のことばで他者に伝える力を身につける

２.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

イントロダクション
「絶望と呪い」
「人形と猫」
「炎と涙」
「戦闘と料理」
「作戦と作法」
「逡巡と決断」
「敵と客人」
「献身と意思」
「意図理解」の課題・グループワーク①
調査計画の発表
グループワーク②
グループワーク③
調査報告及び秋学期のまとめ

３.履修上の注意
プレゼンテーションやディスカッションを多く取り入れるため, 積極的な姿勢を持って参加することが望ましい。また, プレ
ゼンテーションの担当になった場合は, 責任をもって準備を行うこと。履修上, 人工知能に関する知識は一切必要ありません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
＜予習＞物語の精読・発表の準備

＜復習＞授業内で学んだこと及び疑問に思ったことの整理

５.教科書
『自動人形の城』川添愛（東京大学出版会）

６.参考書
特になし

７.成績評価の方法
授業への貢献度 60%, プレゼンテーション 40%

８.その他
教員が担当している「言語学」の授業及び文学部開講の「英語学概論」
「統語論」
「音声学」の授業などを併せて履修すると, 問
題発見テーマ演習 B での活動に有益かと思います。春学期・秋学期共に人工知能（AI）をテーマに扱いますが，物語はそれぞ
れ独立したものを用いるため, 問題発見テーマ演習 B のみの履修も歓迎します。
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問題発見テーマ演習Ｂ

島田

剛

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
グローバリゼーションが進み世界が一体化するとともに，国内でも世界でも経済格差が拡大しています。このゼミでは日本
国内の街づくりや貧困への取り組みと途上国の貧困を同時に考えます。
このゼミではコーヒーを題材として取り上げ，そこから街づくりと国内外の貧困問題を考えて，皆で議論をします（数週間
に 1 度は発表）
。
街づくりでは主に神保町を対象にします。それは，この地域がアマゾンや電子書籍の台頭といった経済のデジタル化によっ
て大きな影響を受ける可能性のある地域だからです。神保町は古書街として有名であるだけでなく，古くからある喫茶店と新
しいタイプのカフェのどちらも地域にあり，多様なコーヒーの楽しみ方を提供できる場所でもあります。
こうしたことからゼミ生はコーヒーと書店の相乗効果を考慮しながら，新たな街づくりに取り組み提案を作成します。同時
に，より途上国のコーヒー生産者に寄り添ったコーヒー取引のあり方について調査し，こちらについても提案を作成します。
特にこの B では生産国の調査に比重を多くする予定です。
（到達目標）ゼミ生はコーヒーという財を通じて，世界経済と都市のあり方について理解を深め国際経済を見る視点を身につ
ける

２.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 15 回

イントロダクション
研究のノウハウの復習
コーヒーからみるグローバリゼーション
生産国の現状分析 ①
生産国の現状分析 ②
生産国の現状分析 ③
各班による中間発表
生産国に共通する課題は何か，違いは何か
経済成長を考える
「利潤」はどこから来るか
グループ発表準備 ① データー収集・分析
グループ発表準備 ② 論点の確認
グループ発表 ①
グループ発表 ②
まとめ

３.履修上の注意
講師が別に開講しているミクロ経済学，マクロ経済学の授業を受講することが望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
プレゼンテーションの準備が必要

５.教科書
なし

６.参考書
一昨年，明治大学に来られたスティグリッツ先生（ノーベル経済学賞）にセミナーをしていただき，私がスティグリッツにグ
ローバル化により格差が広がる中で経済学者の役割は何かをテーマにしたインタビューをしました。日本評論社と契約し，リ
ンク先から無料で記事にアクセスできるようにしたのでぜひ読んでみてください。
また，貧困と雇用について取り扱ったこちらの論文も参照してください。こちらも無料で公開できるよう契約を行ったもので
す。

７.成績評価の方法
発表（60％）
，ディスカッションへの貢献度（40%）
欠席・遅刻が多い場合は不可とします。無断欠席 5 回で以後の参加を認めません。

８.その他
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問題発見テーマ演習Ｂ

清水

晶紀

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】行政活動に関する法政策提言
現代社会の諸課題を解決する上で，行政が重要な役割を果たしていることは，周知の事実です。そして，行政が果たすべき役
割は，行政活動を規律する法律群（行政法といいます）が定めています。そのため，行政法のあり方を探る法律学（行政法学）
の思考方法は，現代社会の諸課題を分析する重要な物差しになります。
そこで，本演習では，実践を通じて行政法学の思考方法を身につけることを目指し，みなさんの関心のある行政活動を取り上
げて，行政法学的分析を踏まえた法政策の提言を行います。たとえば、新型コロナウィルス対策行政めぐる制度・運用の法的
問題点を検討し，改善策を提言するといったイメージです。みなさん各々が作成した法政策提言を基礎に，演習内でのコンペ
を経て，演習としての法政策提言を完成させましょう。
【到達目標】
・法律学の全体像を概ね把握できていること
・法的な発想に基づいて演習中の議論を行えていること
・基本的な法律用語を独力で使いこなせていること

２.授業内容
1．イントロダクション（自己紹介・演習の進め方）
2．報告・資料収集の作法
3．研究テーマの選定
4．現代社会と法学・法律学
5．基礎知識の調査①：研究テーマに関する現行法制度の概要
6．基礎知識の調査②：問題点に関する行政法学の基礎知識
7．基礎知識の調査③：問題点に関する行政法学の基礎知識
8．法政策提言コンペの準備
9．法政策提言コンペ
10．提言の最終的方向性の検討
11．プレゼンテーション作成①
12．プレゼンテーション作成②
13．研究成果報告会
14．報告会の振り返りと全体のまとめ
※各回の割り振りはあくまで一例であり，詳細はゼミ生との相談で最終決定します。

３.履修上の注意
参加者のみなさんの希望によっては，ゲスト講師の招聘や現場見学の実施も検討します。その際には，一定の費用がかかる可
能性や，演習時間外に実施する可能性がもあります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
報告・議論等の準備は，演習時間外に行うことになります。
また，担当教員としては，演習で企画する各種イベントへの参加も，広い意味で「学習」の一環と考えています。

５.教科書
特に指定しません。

６.参考書
適宜指示します。

７.成績評価の方法
演習は学生主体のクラスのため，出席は当然の前提です。その上で，演習での報告内容（50％）
，議論への参加状況（30％）
，最
終立論の内容（20％）を総合的に評価します。

８.その他
「演習の主役」は学生であり，この演習を楽しくするのも，つまらなくするのも，みなさん次第です。
「よく学び，よく議論し，
よく遊ぶ」みなさんの履修を歓迎します。
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問題発見テーマ演習Ｂ

鈴木

健人

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】冷戦とその後の歴史を学ぶことで，現在の国際社会が直面している様々な問題の背景を知り，国際関係論を
学ぶ。このゼミでは理論的な枠組みを生かしながらも，具体的な個々の問題を分析することを重視する。それによって「問題
分析ゼミナール」で自らの研究課題を設定し学習するための準備をする。米露の核戦略，第三世界の民族問題，日本と東南ア
ジアの関係，EU の発展など，国際政治における重要な争点について研究する。
「９月 11 日」によって国際社会がどのように変
化し，そこにどのような問題があるのかを探る。また国際社会における情報やコミュニケーションのあり方が，現実の政治に
どのような影響を与えるかを考える。
ゼミでは毎回，一人が設定されたテーマや教科書の割り当て部分について研究報告をし，それに基づいて問題点を全員で議
論する。ある程度専門的な知識を活用して議論できるようになったら，グループ分けをしてディベートをしたり，グループご
との研究発表を行う。自分の研究報告についてレポートを提出してもらい文章の表現力を養う。
【到達目標】問題分析ゼミに入って自分で研究を進めるための能力を身に付ける。国際社会の問題を自分で理解し，初歩的
ながらも自分で解決策を構想できるようにする。

２.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

導入と研究報告の割り当て
冷戦期の国際政治構造
冷戦後の変動
「9・11」の意味と国際社会の変化
アメリカ一極支配と対テロ戦争
中国の台頭（１）経済の発展
中国の台頭（２）軍事的意味
多極的世界への移行か？
EU の発展と問題
第三世界の変容
リベラルな国際秩序の終わりか？
日本と世界（１）経済の停滞とその意味
日本と世界（２）外交と防衛政策の変容
総括：国際秩序変容の方向

３.履修上の注意
専門的な著作や論文をかなり大量に読む予定なので，しっかりと読書し内容を批判的に考察し，自分の意見をまとめられるよ
うにすること。専門用語についても臆せず学ぶ意欲を持つこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
平素から国際問題に関心を持ち，新聞，テレビ，インターネットなどで広く知識を求めること

５.教科書
ジョン・Ｌ・ガディス『冷戦―その歴史と問題点』
（河合秀和・鈴木健人訳）
（彩流社，2007 年）
その他に適宜資料を配布する。なお教科書の購入は授業が始まってから指示するので，事前に購入する必要はない。

６.参考書
鈴木健人『「封じ込め」構想と米国世界戦略』

渓水社，平成 14 年。

７.成績評価の方法
プレゼンテーション 30％，ゼミへの参加度 40％，レポート 30％として全体的な評価をする。

８.その他
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問題発見テーマ演習Ｂ

鈴木

雅博

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
これまで幾度となく，
「いじめ」の定義づけが試みられてきたが，ある行為を「いじめ」と見なすか否かは，当事者間に見解
の相違があることが少なくない。これは，
「いじめ」の定義において，被害者が苦痛を感じたか否かという主観を判断基準とし
ているためである。この時，ある行為は周囲の者に知られることなく「いじめ」として認識されたり，事後的に「いじめであっ
た」と名指され得るものとなる。他方で，今日において「いじめ」が自殺の動機・原因とされることに違和感を持つことはない
が，これは社会的な言説実践の帰結と見ることができる。
このように，
「いじめ」を客観的実在と見るのではなく，また，
「いじめ自殺」への理解を不変的なものとして捉えないものの
見方を構築主義（社会的構成主義）と言う。構築主義は研究対象となる事象を人びとの社会的な営みによって作られたものと
して捉える見方であり，エスノメソドロジーから示唆を受けている。エスノメソドロジーは人びとが実践をそれとして成り立
たせている方法の論理を明らかにする研究アプローチである。本演習では，構築主義およびエスノメソドロジーについて学び，
こうしたアプローチから「いじめ自殺」を分析したテキストを批判的に読み解いていく。
【到達目標】
構築主義・エスノメソドロジーの研究アプローチを理解し，これらの視点から「いじめ自殺」を捉えることができる。

２.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

イントロダクション
いじめ問題と歴史と現状１
いじめ問題と歴史と現状２
構築主義のアプローチ
エスノメソドロジーのアプローチ１
エスノメソドロジーのアプローチ２
「いじめ自殺」の社会学１：「いじめ自殺」問題とは何か
「いじめ自殺」の社会学２：社会問題とは何か
「いじめ自殺」の社会学３：いじめ定義論
「いじめ自殺」の社会学４：誰が「いじめ」を認定するのか
「いじめ自殺」の社会学５：「いじめ問題」と教師
「いじめ自殺」の社会学６：いじめられ経験の構造
「いじめ自殺」の社会学７：「いじめ問題」の解決とは
まとめ

３.履修上の注意
問題発見テーマ演習 A（エスノメソドロジー入門）と連続して受講することをお勧めします。
欠席５回で評価対象外とします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
発表担当でない時も，必ず文献を精読し，自分なりの論点をもってゼミに臨んでください。

５.教科書
『「いじめ自殺」の社会学』北澤毅（世界思想社）2015 年。

６.参考書
授業中に適宜指示します。

７.成績評価の方法
議論への参加態度（20％）
，レポーターとしての発表（80％）
。

８.その他
ゼミで聞いたこと／言ったこと／言えなかったことを反芻することが思考を深化させます。心がけましょう。
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問題発見テーマ演習 B

関口

裕昭

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
「映画と文学の比較研究」
「読んでから見るか、見てから読むか」とは、かつてある映画の宣伝に使われた文句ですが、みなさんも実際に迷ったことが
あるのではないでしょうか。文学と映画はメディアが異なるので、同じ原作をもとにしていても、内容にも微妙なずれが見ら
れ、表現の方法や理解の仕方も異なってきます。同じ原作を文字と映像という二つの異なるジャンルから「読む」ことを通し
て、作品の持つ豊かさとまた解釈の難しさを学びます。
この授業では、前半は前期に扱ったメルヘンがどのように映像化されているのかを考えます。また後半では、有名な文学作
品がいかに映像化され、どのような変容が生じているのかを詳しく考察します。テーマの性質上、映画を見る時間が多くなる
ことをあらかじめ承知しておいてください。

２.授業内容
第 1 回 映画の中のグリム童話―「手なし娘」
第 2 回 映画の中のグリム童話―「白雪姫」をめぐる様々な映画
第 3 回 アニメーションとグリム童話
第 4 回 グリム童話のオペラ化―フンパーディングのオペラ『ヘンゼルとグレーテル』
第 5 回 「田舎医者」をカフカの原作とアニメーションで比較する
第 6 回 『第三の男』①
第 7 回 『第三の男』②
第 8 回 『ヴェニスに死す』①
第 9 回 『ヴェニスに死す』②
第 10 回 『インドへの道」
』①
第 11 回 『インドへの道』②
第 12 回 『朗読者』①
第 13 回 『朗読者』②
第 14 回 まとめ
(以上は大体のスケジュールです。受講者の希望も聞きながら、扱うテクストや映画を変更することもあります）

３.履修上の注意
「問題発見テーマ演習 A」
「問題発見テーマ演習 B]は一応それぞれ独立していますが、B の前半は A で学んだ前半の応用でもあ
るので、セットで受講すると理解が一層深まります。前期と同様、授業中の飲食、スマホの利用を禁止します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
前期を履修していない人は、グリム童話を 10 以上読み(「しらゆきひめ」と「ヘンゼルとグレーテル」は必須）
、加えてメルヘ
ンに関する基本的な文献に目を通しておいてください。

５.教科書
特にありません。プリントを配布するか、またはパワーポイントを用います。

６.参考書
たくさんありますので授業中に紹介します。しかし後半見る映画の原作はどれも長編ですので、あらかじめ読んでおくことを
お勧めします。訳は複数出ているものがほとんどですので、特に指定しません。
・カフカ「田舎医者」
・グレアム・グリーン『第三の男』(早川文庫)
・トーマス・マン『ヴェニスに死す』
・E・M・フォースター『インドへの道』
・ベルンハルト・シュリンク『朗読者』

７.成績評価の方法
出席＋平常点(50％）＋学期末レポート(50％)

８.その他
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問題発見テーマ演習Ｂ

高橋

華生子

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
「ファストファッションが流行っている裏で，世界では何が起こっているのか？」
のように作られているのか，そのようなことを考えたことはありますか？

私たちが着ている洋服の多くはどこでど

この数十年の間に，
「グローバル化」と呼ばれる現象が伸張し，さまざまな経済活動が国境を超えておこなわれています。その
結果，日本にいる私たちは世界中のものを簡単に手に入れられるようになっていますが，そうした恩恵を受けられる人がいる
一方で，取り残されて貧困に陥る人も増加しています。近年，
「格差」の問題が広く論じられていますが，それが拡がっている
理由を理解するには，どのような構造で貧困が生まれているのかを見つめる必要があります。
この授業では，とりわけ途上国と呼ばれる地域に焦点をあてて現代の開発課題を学び，貧困や格差の原因を検討していきます。
そのうえで，
「先進国社会が果たすべき責任」と「わたしたち市民が担っている役割」から，これからの国際開発と国際協力の
あり方を捉えていくことを目標とします。本授業を通して，受講生は国際的な課題を知るだけでなく，解決に向けた施策－問
題に対する具体的な取り組み－を考えてもらいます。
本授業は学生の能動的な受講を促すため，ディスカッションやペアワークといった参加型の仕組みを取り入れます。学生には
自分の考えや意見を積極的に発信・共有すること，そうした考える・伝える力の向上を目指していきます。

２.授業内容
第1回
イントロダクション
第 2 回 「貧困」とは何か？
第3回
ジェンダーと NGO の活動①
第4回
ジェンダーと NGO の活動②
第5回
多国籍企業と開発①
第6回
多国籍企業と開発②
第7回
アカデミックスキルの習得：ペーパーの書き方
第8回
現地社会と支援のあり方（ガバナンス）①
第 9 回 現地社会と支援のあり方（ガバナンス）②
第 10 回 先進国の責務①
第 11 回 先進国の責務②
第 12 回 外部講師による特別講義
第 13 回 個人課題のピアフィードバック
第 14 回 まとめ

３.履修上の注意
以下の点を確認のうえ、慎重に受講を決めてください。
＊真剣に学ぶ意欲のある学生を対象にしているため、課題や研究発表など、かなりの予習・復習が受講の前提になること。教
室にくればいい授業ではないので、その点を十分に理解すること。
＊国際的なイシューに興味をもち，3 年次以降に国際系のゼミを考えている学生を対象にしていること。
＊ディスカッションや研究発表といったゼミの形式に沿うものだが，個人で課題をおこなう演習の要素も含み、積極的な参加
が条件であること。
＊このゼミの詳細なシラバスは、初回授業に紙で配布する。それを参照のこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
受講生は指定された予習復習を必ずおこない、ゼミでのディスカッションやグループワークの準備に取り組むこと。

５.教科書
特に指定なし。必要に応じて授業内でプリント，資料を用意・配布します。

６.参考書
特に指定なし。必要に応じて授業内で周知します。

７.成績評価の方法
本授業は，以下の点から総合的に評価する。
60％ 平常点（出席，授業への参加，ディスカッションへの貢献度など）
40% 個人課題

８.その他
状況によっては、内容の順番に変更が入る可能性もあります。その点を了承してください。
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問題発見テーマ演習Ｂ

竹崎

一真

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
近年急速に広がるデジタルテクノロジーとその影響で変貌しつつある「身体」を社会学的な視点から検討します。メディアの
デジタル化や AI などの新しい技術は，私たちの身体に対する考え方を根本的に変えようとしています。アスリートのパフォー
マンスはもはや人間の経験ではなく，データに依存し始めています。また私たちの身体の理想も，スマートフォンやスマート
ウォッチなどのデジタルデバイスと同期することで作られるようになりました。あるいは Instagram など SNS の発達は，身体
コミュニケーションの新しい形態を生み出しました。こうしたデジタルテクノロジーと私たちの身体の関係を社会学的な見地
から考えていきます。
【到達目標】
自ら問題を発見し分析する力を養うともに，思い込みや根拠なき判断に囚われない思考の獲得を目指します。

２.授業内容
第１回 クラスの概要説明
第２回 文献購読１－①
第３回 文献購読１－②
第４回 文献購読１－③
第５回 文献購読２－①
第６回 文献購読２－②
第７回 文献購読２－③
第８回 研究プロジェクト①グループ
第９回 研究プロジェクト②グループ
第１０回 研究プロジェクト③グループ
第１１回 研究成果発表①グループ
第１２回 研究成果発表②グループ
第１３回 研究成果発表③グループ
第１４回 まとめ

３.履修上の注意
予備知識は不要ですが，問題意識を持って授業に臨んでください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
グループで研究を行ってもらいます。ゼミ以外での学習（研究）時間を確保してください。

５.教科書
海老原豊著『ポストヒューマン宣言：SF の中の新しい人間』（2021 年）小鳥遊書房
山本敦久著『ポスト・スポーツの時代』
（2020 年）岩波書房

６.参考書
適宜，紹介します。

７.成績評価の方法
平常点 50％，研究発表 50％

８.その他
何かあれば連絡します。
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問題発見テーマ演習Ｂ

武田

政明

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
このゼミナールでは，主として障がいとの関係で出生前に生ずる問題 障がい者自身が抱える問題、障がい者の家族が抱え
る問題、障がい者および家族と医療・行政との関わりから生ずる問題、自分の性に違和感を有する方達の問題、自立した生活
が困難に陥ったときの問題等について、現状の把握から問題解決のための提案を議論します。
このゼミナールでは、具体的事例に対するゼミナール員同士の議論から、問題の核心を捉える能力、実際の生活の中での人
権尊重の実現の仕方を習得することを目標とします。

２.授業内容
第１回：人の障がいと家族、社会との関わり
第２回：出生前診断（現状と問題点）
第３回：出生前診断（あるべき診断、診断と社会）
第４回：障がい者（診断・医療と現状）
第５回：障がい者（教育制度と現状）
第６回：障がい者（福祉制度と現状）
第７回：障がい者（行政の支援と現状）
第８回：障がい者（介護制度と現状）
第９回：性に違和感を有する方達（現状認識）
第 10 回：性に違和感有する方達（共に生活するために）
第 11 回：高齢者と医療・介護（日本の現状）
第 12 回：高齢者と医療・介護（北欧との比較）
第 13 回：特別養子制度
第 14 回：まとめ（取り上げたテーマの総合的検討）

３.履修上の注意
履修者には，政治や経済に関すること等，社会に起こる多様な問題に関心があることが求められます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回のゼミナールにおいて，あらかじめその回のテーマで用いるプリントを配布し，事前に考えておくべき事柄を指示しま
す。予習はその配布されたプリントに指示してある事柄を調べ考えておくことです。復習は，その回で議論した内容を確認し，
自分が気付いていなかった点について理解を深めることです。

５.教科書
特定の教科書は用いません。

６.参考書
特定の参考書は用いません。各回のゼミナールの前に，あらかじめその回のテーマ用の資料・教材を配布します。ゼミナール
での議論内容に応じて，より詳しく学びたい者に対しては指示します。

７.成績評価の方法
原則として，毎回のゼミナール出席時における平常の態度を 60％，ゼミナールにおける発言･発表の内容およびゼミナールに
対する貢献度を 40％の割合で評価します。

８.その他
ゼミナールは，ゼミ員の議論の上に成り立ちます。最低限のこととして，自分の考えを述べること，相手の話を真摯に聞く
こと，他人と会話や議論を成り立たせるための他人への配慮ができることが大切です。また，それらは，ゼミナール以外でも，
他者とのコミュニケーションを成立させるために重要なことです。このゼミナールでは，問題とするテーマの解明とともにこ
れらの能力を身につけることも目的としています。
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竹中

克久

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
現代社会においては，組織とかかわらずに社会生活を営むことは難しい。学校という組織以外の場所で学ぶことは難しいし，
病院という組織以外の場所で病気を治療することも難しい。また，多くの労働者は，企業や行政機関といった組織で給与を得
るだろうし，多くの消費者は，企業や行政機関といった組織から製品やサービスを享受しているだろう。このように私たちは
組織と深く関わりを持っており，そのために組織と社会について学ぶ必要がある。
組織とは個人ではなしえないことを可能にするために，人間が産み出した発明品である。この発明品は非常に優れており，大
きな成果を生み出すこともあれば，そこに所属することによって愛着などの感情を得ることを可能にし，居場所ともなり得る。
これは組織の「正」の側面といっていいだろう。
ところが，組織は成果を生み出すために犠牲となる存在，すなわち，
「過労死」
「過労自殺」を産み出すこともある。また，組織
内である種の価値観の押しつけ＝洗脳が行われることによって，愛着に見せかけた絶対的な忠誠心をメンバーに持たせること
もある。その意味では，居場所だと信じていたところは監獄かもしれない。これは組織の「負」の側面といえるだろう。
本ゼミナールでは，論文や記事を輪読することによって，組織という対象について深く学び，組織の「正負」の側面を分析で
きる能力を身につけることを目標とする。また組織にかかわる問題として、家族や運動といった現象についても取り上げる。

２.授業内容
第１回 イントロダクション――組織社会学とは何か
第２回 論文読解 1：組織とコミュニケーション
第３回 記事読解 1：社内恋愛
第４回 論文読解 2：現代社会における家族の変容
第５回 記事読解 2：GAFA と愛社精神
第６回 論文読解 3：ヘイトスピーチ
第７回 記事読解 3：人前で泣くリーダー
第８回 論文読解 4：テレワークでの社員監視がもたらす 5 つの恐怖
第９回 記事読解 4：カスハラ
第 10 回 論文読解 5：監視社会と組織
第 11 回 記事読解 5：理不尽な校則
第 12 回 論文読解 6：なぜ「貧困」という問題が表面化しないのか
第 13 回 記事読解 6：AI 婚活
第 14 回 まとめ
※内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
事前準備ならびにディスカッションへ積極的な取り組みが必要となる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
必ず事前に論文・記事を熟読し，与えられた課題について自らの考えを用意して臨むこと。

５.教科書
教科書は使用しない予定である。論文・記事は Oh-o!Meiji に up する。

６.参考書
必要に応じて指示する。

７.成績評価の方法
平常点 50％，ディスカッション 25％，レポート 25％

８.その他
物事について深く考えるのが好きな学生，物事を疑ってかかる学生を歓迎する。また，教科書を精読する文章読解能力を有し
ていることが必要である。
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塚原

康博

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
この授業では、人間の行動を進化の観点から考える。人間行動や人間社会を理解するためには経済学や社会学などが有効で
あるが、人間も生物であり、進化の過程を経て、現在の人間が形成されたといえる。人間行動や人間社会を正しくかつ深く理
解するには、進化的視点が重要である。この授業では、進化の概念や進化の視点からみた配偶者や他者との関係などについて
学んでいく。授業の進め方は、各回の授業のテーマに沿った発表をゼミ生がパワーポイントを使って行い、その後、質疑応答
に入る。さらに、その後、教員が補足説明をして、質疑応答に入る。授業の最後の 2 回分については、この授業で扱った内容
の関係したテーマもしくはゼミ生自身が関心を持ったテーマについて、順番に発表してもらう。
この授業を通じて、ゼミ生に物事を論理的に考える思考を身につけてもらうこと、進化という大きな視点から人間や人間社
会について理解してもらうこと、人の話を聞き、自分の話を正確かつわかりやすく相手に伝えるコミュニケーション能力を身
につけてもらうことを目標とする。

２.授業内容
第1回
第2回
第3回
第4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

イントロダクション
人間の本性
進化の概念
遺伝子と行動
利己的遺伝子と種の保存
血縁淘汰と家族の絆
血縁者間の葛藤
協調行動と進化
雄と雌の葛藤
ヒトの繁殖と配偶システム
ヒトの配偶者選択と配偶者防衛
遺伝、環境、学習、文化
まとめ
プレゼンテーション（１）
プレゼンテーション（２）

３.履修上の注意
この授業はややレベルの高い内容を含んでいるので、履修に当たっては、相応の覚悟と準備が必要である。人間社会や進化に
ついて関心を持ち、授業では、質疑応答に積極的に参加し、発表の際には十分な準備をしておくことが求められる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業で取り上げる教科書の部分をあらかじめ熟読しておき、わからない点については、教員に質問をすることが必要で
ある。

５.教科書
『進化と人間行動』
、長谷川寿一・長谷川真理子、
（東京大学出版会）
．

６.参考書
使用しない。

７.成績評価の方法
発表 70%、質疑応答 30％で評価する。

８.その他

93

問題発見テーマ演習Ｂ

ドウ，ティモシー

Ｊ

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
Over the past 25 years, Hollywood science-fiction film has become one of the most popular and profitable genres
in the film industry. Although many viewers enjoy these films because of the exciting special effects, sciencefiction films also focus on many themes that are interesting to consider and discuss. Through watching sciencefiction film, we can consider the impact that science has on our society and the effects that it may have on our
future.
The achievement goals are as follows: (1) students will develop their academic English skills (reading, writing,
speaking, and listening) through activities related to science-fiction films. (2) In addition to discussing short
clips of films viewed in class, students will prepare a short report and presentation related to a theme of
personal interest. (3) We will also study the useful academic English vocabulary and phrases that can help students
to express their reactions to film and other works of art.

２.授業内容
第１回 Introduction to film studies
第２回 The genre of science fiction
第３回 Analyzing film scenes
第４回 Early science fiction films
第５回 Analyzing film plot and story
第６回 Exploration in science fiction film
第７回 Analyzing film style
第８回 Alien invasion in science fiction film
第９回 Analyzing sound in film
第１０回 Robots in science fiction film
第１１回 Analyzing character development
第１２回 Dystopia in science fiction film
第１３回 Comic book superheroes and SF films
第１４回 The future of science fiction film

３.履修上の注意
このゼミナールは CLIL アプローチ（内容言語統合型学習）を使います。SF 映画を学びながら，スピーキングスキルやアカデ
ミック英語力を養います。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
テーマに基づいた課題を完成させること。グループワークの準備が必要なこともあります。

５.教科書
英語の雑誌の記事などを読みやすくし，コピーを配布します。

６.参考書
特にありません

７.成績評価の方法
グループワーク（20％）
，プレゼンテーション（30％）
，レポート（50％）

８.その他
このゼミナールは英語で行います。英語の能力だけでなく，学生のアカデミック英語を学びたい気持ちを大切にします。
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内藤

まりこ

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
〈身体〉表象論：理論と分析
【授業の概要】
コロナパンデミックは、私たちがそれまでの日常生活では当たり前のように受け止めていた自らや他者の〈身体〉に対峙し、
〈身体〉を巡って思考を巡らせる機会となりました。
そこで、本ゼミナールでは、小説や映画，演劇，漫画やアニメ，絵画等のさまざまな表象作品において、生物の〈身体〉がど
のように表現されてきたのかを分析し、そうした作品において〈身体〉が私たちの社会にとってどのような危険性や可能性を
秘めているものとして描かれてきたのかを考察します。
ゼミ生は、表象作品における生物の〈身体〉表現を比較分析するだけではなく、文学や美術、哲学や社会学、歴史学などの学
問領域で培われた〈身体〉表現を読み解くための理論を体得します。
また、本ゼミナールでは，論述文の書き方も合わせて学習します。大学生活において論述文を書く機会としてすぐに思いつく
のは，レポートや卒業論文の執筆でしょう。しかし，論述文を書くのは大学時代だけではありません。社会に出てからも，私た
ちは論述文を書き続けることになるのです。なぜなら，私たちは日々自分とは異なる考えや経験，背景を持つさまざまな人々
に出会っており，論述文とは，そうした人々に自分の考えを正確に，わかりやすく伝えるための文章の形だからです。そこで，
本ゼミナールでは，レポートを実践例とし，どのように自分の思考を組み立て，文章にすればよいのかを学びます。なお、論述
文の書き方の学習は、1 年次に開講される「日本語表現」の授業内容と重なるところがありますが、
「日本語表現」を受講した
場合でも、本ゼミナールはそこで学習したことを確実に身につけるよい機会となるはずです。
【授業の到達目標】
授業を通して学習した〈身体〉及び〈身体〉表現に関する専門的な知識と技術を以て，自ら作品を選んで分析を行い，分析結
果に基づく考察を学期末レポートにまとめます。

２.授業内容
第１回：オリエンテーション
第２回：表象分析１：〈身体〉をめぐる思考
第３回：論述文の書き方の学習１：論述文とは何か
第４回： 表象分析２：
〈身体〉と言語
第５回：論述文の書き方の学習２：論文の構成要素
第６回：レポート構想発表
第７回： 表象分析３：
〈身体〉とジェンダー
第８回：論述文の書き方の学習３：アウトラインの作成
第９回： 表象分析４：
〈身体〉と美
第１０回：論述文の書き方の学習３：パラグラフ・ライティングの学習
第１１回： 表象分析５：
〈身体〉と他者性
第１２回：論述文の書き方の学習４：引用方法の学習
第１３回：論述文の書き方の学習５：わかりやすい文章の書き方の学習
第１４回：研究成果発表会

３.履修上の注意
・ほぼ毎回課題の提出を求める。課題は成績評価の対象となる。
・グループに分かれて課題に取り組む場合がある。
・欠席をした場合は，次週までにクラスウェブの「授業内容・資料」から授業内容を確認し，授業プリントをダウンロードして
おくこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・ほぼ毎週，宿題が課される。宿題の内容は，作品の読了もしくは視聴，参考資料の読解等である。

５.教科書
・指定しない。
・毎週，授業プリントを配布する。

６.参考書
適宜、指示する。

７.成績評価の方法
・
・
・

授業内課題 20%
授業内発表 30%
学期末レポート 50%

８.その他
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問題発見テーマ演習Ｂ

中里

裕美

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
本ゼミナールでは，社会学をはじめ経営学，政治学，人類学，社会疫学といった幅広い分野で近年発展を遂げてきている「社
会ネットワーク分析」をテーマとします。社会ネットワーク分析は構造主義的なモノに対する考え方が背後にあり，行為者の
属性ではなく，その「関係性」に着目して現象を捉えようとする方法論になります。そして，社会ネットワーク分析の対象は，
人間関係から企業・組織間関係，国家間の関係など様々なものが含まれます。
本ゼミナールでは，このような社会ネットワーク分析にかんする基礎知識を習得するとともに，実際の関係データを分析す
ることを通して，自己をはじめ他者や社会現象に対する洞察力を身につけてもらうことをねらいとします。
本ゼミナールは，以下のスケジュールで進める予定です。
まず，テキストを輪読して，ネットワーク分析の背後にある理論やこれまでのネットワーク分析を用いた研究事例など，基礎
的な事柄について学びます。またその過程で，様々なネットワークの事例を紹介するので，
〈人間関係のネットワークを中心に〉
，
各自が関心のある／研究してみたい分野・領域のネットワークを決めてもらいます。そして，そのネットワークを分析するた
めのデータの作成とその解析用のソフトウェア（UCINET）に関する知識を深めてもらうとともに，受講生は関心領域別のグル
ープに分かれて，それぞれのネットワークを分析してもらいます。また，その結果を授業内にて報告・議論し，その成果を「最
終レポート」としてまとめてもらいます。

２.授業内容
第１回 イントロダクション（文献担当決め等）
第２回 ネットワーク分析とは（テキスト第 1 章）
第３回 ネットワークのデータとモデル①（テキスト第 2 章前半）
第４回 ネットワークのデータとモデル②（テキスト第 2 章後半）
第５回 ネットワーク分析の応用研究①（テキスト第 3 章前半）
第６回 ネットワーク分析の応用研究②（テキスト第 3 章後半）
第７回 ネットワークを支えるもの（テキスト第 4 章）
第８回 UCINET の使い方（1）
第９回 UCINET の使い方（2）
第 10 回 中間報告会
第 11 回 データ分析とまとめ(1)
第 12 回 データ分析とまとめ(2)
第 13 回 成果報告会（1）
第 14 回 成果報告会（2）
履修者数などにより，授業内容の配分を変更することがあります。

３.履修上の注意
ゼミ形式のため，出席や平常点を重視します。また，社会ネットワーク分析を行うためのノートＰC を各自で用意してくださ
い。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として，テキストの該当部分を事前に読んでおくこと。

５.教科書
『ネットワーク分析―何が行為を決定するか』
，安田雪著，新曜社

６.参考書
授業時に随時紹介します。

７.成績評価の方法
平常点 50％，最終レポート 50％

８.その他
グループ単位で行ってもらう課題が多いため，他の受講生と協働しつつ，積極的かつ主体的に取り組む意欲のある学生の参加
を期待します。
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中臺

希実

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
受験勉強における「歴史」と大学で学ぶ「歴史」に何の違いがあるのか、さらに現代において「歴史」を学ぶことにどんな意味
があるのかを念頭におきながら、江戸時代のメディアを中心に、家族、生殖、ジェンダーに関する意識の形成と変遷を知り、権
力による民衆の生活への介入とその意図を理解し、
「伝統的家族」や性別役割分業などの危うさと現代社会が抱える諸問題も考
える。
【授業の到達目標】
・正確に文献を読み、必要な参考文献を収集する力の習得
・自分の意見を論理的に他者に伝えることが出来る
・他者の報告に対し、建設的な意見を述べることが可能となる。

２.授業内容
第 1 回：イントロダクション＜春学期＞
第 2 回：レジュメ・レポートの作成方法について①
第 3 回：歴史を学び、叙述するということ
第 4 回：記述された裏にあるもの
第 5 回：論文講読と報告・ディスカッション①
第 6 回：近世における家族形成①
第 7 回：近世における家族形成②
第 8 回：論文講読と報告・ディスカッション②
第 9 回：近世社会における妊娠・出産・堕胎①
第 10 回：近世社会における妊娠・出産・堕胎②
第 11 回：論文講読と報告・ディスカッション②
第 12 回：
「商品」化されるいのち−女性・子どもの価値−
第 13 回：論文講読と報告・ディスカッション③
第 14 回：秋学期総括
＊授業内容に関しては、変更する可能性があります

３.履修上の注意
予備知識などは必要ありませんが、考えること、議論することに対し、真摯な態度で講義に望んでください。
無断欠席はしないこと。自身の報告回に、無断欠席した場合は不可となります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
当番制でレジュメを作成し、報告してもらいます。担当となった人は、報告テーマに関して、事前に十分な準備をしてくださ
い。また、自分以外の人が担当する報告についても、提示された参考文献などに目を通すようにしてください。

５.教科書
特に定めない

６.参考書
『法の力』ジャック・デリダ、訳堅田研一（法政大学出版）
『性差の日本史』編国立歴史民俗博物館（岩波書店）
『性からよむ江戸時代』沢山美果子（岩波書店）

７.成績評価の方法
出席、ゼミ報告での発表 50％、報告レジュメ 50％

８.その他
歴史学を通じ、現代社会における諸問題を考えることを望む学生を歓迎します。
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問題発見テーマ演習Ｂ

南後

由和

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
近年，渋谷スクランブル交差点のハロウィン，音楽フェス，コミケなどの〈群衆空間〉が注目を浴びていたが，コロナ禍で
は，物理的な空間に大勢の人びとが集まることが制限された。その一方で，バーチャル渋谷やオンラインフェスなどのように，
オンライン上に新たな〈群衆空間〉が台頭しはじめている。
〈群衆空間〉には，どのような空間的特徴，人びとの振舞い，コミュニケーションが見られるだろうか。
〈群衆空間〉が，ソ
ーシャルメディア隆盛の現代都市において注目を浴びるようになったのはなぜだろうか。コロナ禍において，
〈群衆空間〉のあ
り方は，情報空間と連動しながらどのように変化しつつあるだろうか。
本演習では，第一に，都市論とメディア論の文献を輪読し，
〈群衆空間〉についての理解を深める。第二に，東京の〈群衆空
間〉を実際にフィールドワークし，現代都市における〈群衆空間〉の実態を明らかにする。第三に，ソーシャルメディアに媒介
された〈群衆空間〉の空間的特徴，人びとの振舞い，コミュニケーションのあり方について考察する。
到達目標は，
（１）新聞，雑誌，テレビ，ウェブサイト，ソーシャルメディア，VR・AR などにおける〈群衆空間〉の表象の分
析を通じて，データベース検索や資料収集などのアカデミック・スキルを身につけること。
（２）物理空間と情報空間が交差す
る事象を題材として，都市論とメディア論を横断しながら考察するモノの見方を養うこと。
（３）調査の計画，先行研究・関連
資料の検討，フィールドワークの実施，調査内容の分析，調査報告書の作成という社会調査の技法を体得することである。

２.授業内容
第１回 イントロダクション
第２回 講義（１）
：
〈群衆空間〉とは何か
第３回 講義（２）
：質的調査の技法，資料の収集方法，調査計画書の書き方
第４回 調査テーマ・調査計画書の検討
第５回 文献輪読（１）
第６回 文献輪読（２）
第７回 調査テーマ・調査計画書の発表，先行研究・関連資料の検討（１）
第８回 調査テーマ・調査計画書の発表，先行研究・関連資料の検討（２）
第９回 メディアにおける〈群衆空間〉の表象（１）
第 10 回 メディアにおける〈群衆空間〉の表象（２）
第 11 回 フィールドワークの報告（１）
第 12 回 フィールドワークの報告（２）
第 13 回 最終プレゼンテーション（１）
第 14 回 最終プレゼンテーション（２）
授業内容の配分・順番は，多少変更の可能性があります。

３.履修上の注意
グループワークによる文献輪読，プレゼンテーション，フィールドワークなどを行います。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
グループワークによる文献輪読やプレゼンテーションの準備，フィールドワークの実施。

５.教科書
なし。

６.参考書
『批判的工学主義の建築――ソーシャル・アーキテクチャをめざして』
，藤村龍至，NTT 出版
『現代メディア・イベント論――パブリックビューイングからゲーム実況まで』
，飯田豊・立石祥子編著，勁草書房

７.成績評価の方法
平常点５０％，調査報告書５０%

８.その他
グループ課題やプレゼンテーションの回数が多い授業のため，モチベーションの高い学生の履修を歓迎します。
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問題発見テーマ演習Ｂ

日置

貴之

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
（１）授業の概要
日本の演劇・芸能に見られる異性装について、西洋演劇の異性装や、現実の社会における異性装の位置付け等との比較を行い
ながら考えていく。最終的には、授業での考察をもとにレポートを作成し、学術的な文章の表現力を身につけることを目指す。
（２）到達目標
各種の資料を参照しながら芸術作品等を客観的に分析・考察する能力を身につける。また，自らの考えを正確に他者に伝えら
れるようになる。

２.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

イントロダクション
映像の鑑賞（１）
映像の鑑賞（２）
古代・中世日本における異性装について
能楽の異性装
近世日本における異性装について
歌舞伎の異性装
近現代日本における異性装について
宝塚歌劇における異性装
シェイクスピア劇における異性装
レポート執筆の基本（１）
レポート執筆の基本（２）
レポート執筆の基本（３）
まとめ

３.履修上の注意
積極的に自分の意見を述べ，ディスカッションを活性化していくことが求められる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回の授業で扱う文献を事前に読み，疑問点等をまとめておくこと。予習をしていない場合は出席を認めない。

５.教科書
特に指定しない。

６.参考書
『歴史の中の異性装』, 服藤早苗・新實五穂編, 勉誠出版, 2017 年
『江戸の異性装者たち——セクシュアルマイノリティの理解のために』, 長島淳子, 勉誠出版, 2017 年
『女装と日本人』, 三橋順子, 講談社, 2008 年
『性を装う シェイクスピア・異性装・ジェンダー』, スティーブン・オーゲル, 名古屋大学出版会, 1999 年
この他，必要に応じて紹介する。

７.成績評価の方法
発表 40％，ディスカッション 20％、期末レポート 40%。
期末レポートの形式については、履修人数や履修者の傾向を見て、適宜相談の上決定する。

８.その他
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問題発見テーマ演習Ｂ

堀口

悦子

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 本ゼミナールでは，三本柱を立てている。一本目は，女性差別撤廃条約を学ぶこと。わかりやすいテキストを
読みながら，条約のエッセンスを理解しよう。
「差別」とは何か，を考える。一つの具体的な手掛かりが、次斗つあんがるが、
トイレである。二本目は，男女別のトイレ調査である。テレビ番組でも話題となっている「おむつ台」やベビーチェアの有無を
調査して，
「トイレマップ」を和泉校舎のある杉並区で作成してみよう。子育て世代への社会貢献となる身近な方策である。三
本目は，
「フェミニスト」とは誰か，という問題について，テキストを読みながら，
「ミソジニー」など関連の問題を含めて学ん
でいく。
「フェミニスト」は怖い，などのイメージがあるだろうが，それはなぜ，そう思うのだろうか。深く考えてみよう。
【到達目標】 到達目標は，テキストを読むことで，リーガル・リテラシー（法識字）を身に付けることであり，ジェンダーを
含めた，多様な考え方を知ることである。また，実践として，調査や外部でのワークショップなどを行い，積極的にプレゼンテ
ーションができるようにすることである。随時，感想文など，書く力をつける課題も用意しているので，提出物は忘れないこ
と。
【外部活動】 １０月の週末には，東京ウィメンズプラザ（都内表参道駅下車）のフォーラムまつりで，ゼミ生参加のワークシ
ョップを行う。参加費は無料。交通費は必要である。
12 月の第 2 土曜日の本学部の「学の情コミ 研究交流祭」にも、ゼミとして報告・参加する。
そのほか、大学生として参加する意義のあるワークショップには、積極的に参加したい。
以上のようなワークショップにより，ゼミ活動を外部に発信する。東京ウィメンズプラザは，都内にあり，行政関係の資料
などがそろっているので，こちらもぜひ，活用してほしい。
【要望】 学ぶことは，効率の悪いことである。学問に王道なし。ショートカットでよいのだろうか。無駄だと思っても，いろ
いろなことに挑戦してほしい。積極的で，やる気がある学生を求める。積極的でも，やる気がなくても，本ゼミに入れば，心持
ちに変化が生じることを願う。

２.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

外部講師の講演
トイレ調査のマップ化⑴
トイレ調査のマップ化⑵
トイレ調査のマップ化
教科書の報告と討論⑴
教科書の報告と討論⑵
教科書の報告と討論⑶
教科書の報告と討論⑷
教科書の報告と討論⑸
教科書の報告と討論⑹
映画『ハイヒールの男』の視聴
映画『ハイヒールの男』についての討論
映画『ヘア―スプレイ』の視聴
映画『ヘアースプレイ』についての討論

３.履修上の注意
毎日の生活を，好奇心を持って生活してほしい。ニュースに関心を持とう。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
太宰治『人間失格』を読んでおいてください。

５.教科書
『早く絶版になってほしい＃駄言辞典』 日経 BP
『トイレは世界を救う』 PHP 新書
『男女平等はどこまで進んだか』 岩波新書

６.参考書
『私たちには言葉が必要だ フェミニストは黙らない』 イ・ミンギョン著 すんみ、小山内園子訳
『差別はたいてい悪意のない人がする』 キム・ジヘ著、尹治景訳、大槻書店
『女嫌い』 上野千鶴子、朝日文庫

タバブックス

７.成績評価の方法
毎回のゼミへの参加姿勢 40％、課外活動等への参加４０％、提出物２０％

８.その他
映画やドラマを観たり、小説や漫画を読んだり、学割の使える映画や美術展などを、貪欲に観に行ったり、してほしい。
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問題発見テーマ演習Ｂ

宮本

真也

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
問題発見テーマ演習Ｂでは問題発見テーマ演習Ａに引き続き，
「権威主義」について考えてみたい。Ａを取っておくことは必
ずしも必要ではない。以下，重複するが，A と共通する内容について記しておきたい。
私たちの社会においてはさまざまな社会問題が残されている。それは家族の中にも，バイト先でも，友人関係でも，就職先
でも，大学でも，世間という曖昧な空間においても，トラブルがあり，それらは例えば，差別や排除，いろんなことについてマ
ウントを取りがちな傾向（学歴，収入，家柄，性別）や肥大化した承認欲求，ジェンダー的な見下しや軽視というようなかたち
をとって，私たちを悲しませたり，怒らせる。では，その根っこになにがあるのかということを考えるときの一つの観点とし
て，ここで私は「権威主義」という社会における態度を挙げ，考えてみたい。
「権威」はそもそもある人の能力や属性について
正しく評価して現れる。しかし，
「権威主義」は必ずしもそうではない。最近では，SNS の評判や口コミ，あるいは自己申告の
自己アピールにしたがって，誰かに盲目的にしたがったり，信じて疑わない，ある意味で面倒くさい態度である。例えば大学
名や，会社名だけで，人の評価が決まったり，場合によってはその関係者（
「A 大学に通う人の恋人」とか，
「大物政治家の息子」
とか，「上場企業の関係者」）だからといって，尊重することを要求されたり，ついつい大事にしてしまおうとする態度の不毛
さを思い起こしてこらえばよい。社会学や政治学や心理学の議論のなかでは，こうした「権威主義」は評判が悪く，民主主義や
社会の風通しの良さを阻害してしまう原因として議論されてきた伝統がある。独裁国家の代表とも言えるナチスドイツを可能
としてしまった理由として，この「権威主義」が論じられてきたことも重要である。この古いが，現代でも無視できない私たち
の社会的態度について，ここでは光を当ててみたい。
この授業では，以下で挙げた書籍リストからいくつかを参加者と選び，それぞれ部分的に報告を分担し，自由に議論をする
ことで，テキストについてのお互いの理解を確かめ合いたい。ここでは，扱ったテキストの内容を歴史的現象，具体的な社会
問題，身の周りの出来事を例として検討することをおこなう。このようにして，まずは社会学や哲学における「権威主義」につ
いての説明のあり方を，応用して考えることができるように訓練したい。学生が今まで漠然と見ていた日常的な事柄を，社会
学的に，個々の出来事における個人，社会，文化の絡まり合いに注意して観察するための知識や考え方を身につけることがこ
の演習の目的である。

２.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

導入
文献講読 1-1
文献講読 1-2
文献講読 1-3
文献講読 1-4
まとめと議論
文献講読
文献講読 2-1
文献講読 2-2
文献講読 2-3
文献講読 2-4
まとめと議論
文献紹介と議論
映像作品から現代社会を考える

３.履修上の注意
自分の報告の日でなくとも，テキストは読んでくること。積極的な発言は高く評価するので，話す機会を利用すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
報告者は，前日までに，他の報告者と打ち合わし，理解を確認しておくこと。また，当日報告者以外の参加者も，テキストは読
んで望むこと。復習としては，ゼミでの不明点をまとめておき，次回に質問できるようにしておくことが重要である。

５.教科書
授業の冒頭でどの文献を扱うのかを学生と相談する。
以下のものはそのリストの一部である。
信頼にいたらない世界，数土直紀著，勁草書房
権威主義的国家，M. ホルクハイマー，紀伊國屋書店
権威主義的パーソナリティ，Th. W. アドルノ，青木書店
アフター・リベラル 怒りと憎悪の政治，吉田徹，講談社新書
（すべて扱うわけではなく，相談する）

６.参考書
随時紹介する。

７.成績評価の方法
発表 50％，レポート 50％。ただし出席状況が悪い場合は評価しない。

８.その他
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問題発見テーマ演習Ｂ

山内

勇

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
このゼミでは，イノベーション・プロセスに関する経営学的・経済学的な考え方を学習します。どのように付加価値を高め，
消費者のニーズを満たしていくかという観点から検討を行っていきます。特に，企業のイノベーション活動を定量的に把握し
分析することで，イノベーションの収益性を高めていくためのマネジメントについて学んでいきます。
こうした活動を通じて，イノベーション・プロセスを客観的に理解できるようになることを目標としています。また，デー
タのクリーニングから接続，分析まで，実証分析を行うために必要となる一連のスキルを身に付けることも，このゼミの大き
な目的です。

２.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

イントロダクション
グループワーク：差別化と市場創造へのアプローチ
グループワーク：知識創出のマネジメント
グループワーク：イノベーションの源泉を生む消費者
グループワーク：ユーザーイノベーション
グループワーク：知的財産制度
グループワーク：データクリーニング
グループワーク：データ接続
グループワーク：マーケティング・コンセプト
グループワーク：プロダクト・ライフサイクル
グループワーク：市場分析
グループワーク：回帰分析の方法
グループワーク：分析結果の解釈
最終報告

３.履修上の注意
発言のない学生は授業に貢献していないものとみなします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習:演習で扱うテーマについて，議論に必要となる情報を参考書等から収集しておくこと。また，担当者は報告資料を用意す
ること。
復習：演習での報告内容，議論・コメントを整理し，次の報告にいかすこと。

５.教科書
指定しない（資料を配付する）
。

６.参考書
『効果検証入門〜正しい比較のための因果推論/計量経済学の基礎』安井翔太著，株式会社ホクソエム
『マーケティング・サイエンス入門』古川一郎・守口剛・阿部誠著, 有斐閣アルマ
『The Economics of Innovation: An Introduction』 G. M. Peter Swann 著, Edward Elgar Pub.

７.成績評価の方法
報告内容（５０％）
，授業への貢献（５０％）

８.その他
データ分析のためにノートパソコンを持参してもらうことがあります。
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問題発見テーマ演習Ｂ

山口

生史

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
組織の事故や不祥事は，枚挙にいとまがないほど，次から次と報道されています。これらの問題には様々な原因がありますが，
組織コミュニケーションと組織文化がその原因・遠因の一つであることが少なくありません。新聞報道を読むだけでも，多く
の場合，情報が隠ぺいされる（コミュニケーション問題）体質や風土（組織文化の問題）で，情報がうまく伝達，共有，交換さ
れていなかったなどの記述を目にします。したがって，このゼミでは，組織文化に注目し，情報隠ぺいなどのコミュニケーシ
ョン問題を起こすような組織文化がどのように構築されていくのか，また,安全の組織文化を醸成するにはどうすればよいかな
どを調査し、探索するすることが目標です。14 回の授業のうち，前半は配布資料を読み，事例を分析することで、基盤となる
理論を学び，このテーマについて理解を深めようと思います。皆さんの発表に関して，ディカッションと Q&A を行い、コメン
トをしながら組織文化の形成と安全文化の構築プロセス及びメカニズムについて説明します。事例調査に関しては，新聞やウ
ェブサイトから（出処提示必須）
，事例を探してもらいます。後半は，グループワークで授業を進めます。初歩的な質的調査を
経験してもらい，研究の方法を理解してもらうこともこのクラスの目標の一つです。調査に関しては，質的調査であるインタ
ビュー調査をチームで行ってもらいます。身近な組織の複数のメンバーにインタビューをしてもらい（スノーボールサンプリ
ング）
，得たデータを分析して、
「構築されている組織文化とコミュニケーション風土（隠ぺい体質など）
」と「組織の事故や不
祥事という現象」がどのように相互作用しているのかを探っていきたいと思います。それらをまとめてチームで発表するとと
もに，各自個別にそれらをペーパー（論文）としてまとめてもらう予定です。

２.授業内容
第１回 組織文化，組織コミュニケーション，組織不祥事の関係と分析のための理論の説明
第２回 指定配布資料発表（1）
第３回 指定配布資料発表（2）
第４回 指定配布資料発表（3）
第５回 事例調査発表（1）
第６回 事例調査発表（2）
第７回 事例調査発表（3）
第８回 インタビューの方法とインタビューガイド作成の解説
第９回 インタビューガイド作成
第 10 回 データ分析 1 （分析方法の解説）
第 11 回 データ分析 2 （分析モデルを適用して，語りのデータを分析）
第 12 回 データ分析 3 （分析モデルの修正）
第 13 回 データ分析 4 （概念間の関係の分析）
第 14 回 調査結果発表
*諸般の事情により変更の可能性はあります。

３.履修上の注意
課題などの提出は期限を厳守して下さい。調査はチームで行いますが,ファイナルペーパーは個人で書きます。調査に関しては
積極的参加とチームワークが必須です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
調査前は配布資料のリーディングと事例を探すこと，及びそれらのサマリー（課題）の提出が必要です。調査の実施において，
調査準備，データ収集，データの分析をしてきてください。

５.教科書
特に指定しません。

６.参考書
『組織不祥事』
，間嶋崇，文眞堂，2007
『企業はなぜ危機対応に失敗するのか：相次ぐ「巨大不祥事」の核心』
，郷原信郎，毎日新聞社，2013
『組織不祥事研究』
，樋口晴彦，白桃書房，2012
『はじめて「質的研究」を「書く」あなたへ ―研究計画から論文作成まで』太田裕子, 東京図書, 2019
その他クラスにて適宜紹介

７.成績評価の方法
出席が十分であれば以下の通りに評価します。
ファイナルペーパー 45％;
課題提出 45％;
プレゼンテーション 10％

８.その他
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問題発見テーマ演習Ｂ

山本

輝太郎

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
テーマ：美容・健康情報を見抜く目を養う
【授業概要】
ネット広告やいわゆるインフルエンサーの発信において，美容や健康に関する情報はかなりのウエイトを占めているようであ
る。実際，ドラッグストアを一周しただけで「愛用者の 90％が推薦！」
「ぎゅっと濃縮」などのキャッチコピーが目立つが，そ
れらの文言は本当に消費者に有益なものなのだろうか。一見すると科学的根拠があるかのようにみえるが実は根拠に乏しい情
報はないだろうか。
本ゼミナールではこのような美容・健康情報に対する向き合い方を考える。具体的には，美容・健康情報を主に認知バイアス
の視点から分析したうえで，最終課題として A「模擬的な美容・健康情報広告の作成」
，B「美容・健康情報の読み解き方を学習
する一般消費者向けオンライン教材の開発」のいずれかに取り組んでもらい，その効果についてのオンライン実験と分析まで
行う。現代型消費者リテラシーとして，美容・健康情報を「自分で見分けられるようになる」ことを目指す。またゼミでは化粧
品業界の方にゲストスピーカーとしてお越しいただき，学生生活や就職活動，キャリアなどについてご講演いただく。
【到達目標】
・美容，健康情報やその規制の現状を理解できる
・疑似科学的広告の問題点を指摘できるようになる

２.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

イントロダクション
美容・健康情報と消費者問題
疑似科学的広告の実際：愛用者の感想と「打消し表示」
美容・健康情報に関する法的規制：景表法を中心に
エビデンスの見分け方：メタ分析，RCT を中心に
エビデンスの調べ方：PubMed，Cochrane Library を中心に
グループ作成，テーマ設定
グループ研究①
グループ研究②
ゲストスピーカー講演
グループ研究③
最終成果発表①
最終成果発表②
まとめ

３.履修上の注意
将来，美容・健康情報に関するマーケティングおよびそれに関連する広告に積極的にコミットしたい学生には向かないゼミで
あり，マーケティング倫理について考えたい学生に向いている。消費者目線でさまざまな商品の科学的根拠について考えたい
人にもおすすめである。
なお，ゼミでは最終成果として，グループごとに「模擬的な美容・健康広告」か「消費者向けリテラシー教材」のどちらかを作
成し，実際にオンライン上での実験を実施する。その過程で統計分析を行ってもらう必要があるため，統計データに関するご
く初歩的な知識のみはあらかじめ身につけたうえで履修してほしい。たとえば，
「代表値（平均値・中央値・最頻値）
」
「分散，
標準偏差」
「正規分布」などの用語の意味の理解は最低限必要である（担当講師の問題発見テーマ演習 A で同内容を扱うため，
継続履修する場合は心配しなくてよい）
。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
グループワーク，実験・分析，発表の準備

５.教科書
配布資料，プリント

６.参考書
特になし

７.成績評価の方法
出席およびコメントなどの授業平常点（70%）
，発表（30%）

８.その他
①ゼミ内容が自分の興味関心と合致しているか，あらかじめ担当講師の研究テーマ・研究内容を確認したうえで，受講してほ
しい（下記リンクを参照）
。
担当講師の研究者情報：（reseachmap）
https://researchmap.jp/kitaroyamamoto
担当講師らが構築・運営している研究サイト：
https://gijika.com/
②可能であれば「科学リテラシー」も受講し，本ゼミ内容の理解をより深めてほしい。
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問題発見テーマ演習Ｂ

脇本

竜太郎

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
この演習の目標は，社会心理学の研究法を学ぶことである。特に，構成概念の相関関係を検討する手法について学ぶ。変数間
の関連を検討するにはまず，変数そのものを正確に測定することが必要であり，そのためには良い測定尺度が求められる。実
際に心理尺度を作成しながら，尺度公正の手法や信頼性と妥当性を検討する方法についても学ぶ。さらに，調査を企画・実施
し，得られたデータをオープンソースの統計解析・開発環境である R を用いて分析する。
【到達目標】
①社会心理学研究法の基礎を身に着ける。
②基礎的な調査の手法を理解できる。
③尺度構成の方法を理解できる
④R によって基礎的な分析を行うことができる。

２.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

イントロダクション
実証研究の論理
問題の設定と仮説の構成
目的に応じた研究法の選択
測定の基礎
尺度構成
尺度の作成①：項目作成のためのブレーンストーミング
尺度の作成②：項目の吟味
質問紙作成
R による分析講習（データハンドリング）
R による分析講習（記述統計，検定）
データ分析実習
発表スライド作成
研究結果発表，春学期総括

３.履修上の注意
・グループ作業が中心となるため，途中でゼミを辞めると他の履修者が多大な迷惑を被る。安易な履修は勧めない。
・ワードやエクセルを普通に使うことができ，PC にトラブルが起きたら自分でネットで検索して解決できる程度のコンピュー
ターリテラシーを前提として授業を進める。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
レクチャーの際には事前に教科書を読んでおくこと。授業時間外でもグループでの話し合いや作業の時間が必要になる。

５.教科書
『社会心理学研究入門

補訂新版』安藤清志・村田光二・沼崎誠（編）

６.参考書
授業中に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
演習への参加度

50% 提出物

50%

８.その他
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問題発見テーマ演習Ｂ

和田

悟

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
本ゼミナールは，近年注目されている，IoT など今後の社会に大きな影響をあたえる技術動向について実際に手を動かしなが
ら、その一端を知るための授業です。特に，このうち IoT を念頭に個人でも容易に入手可能な機器を実際に使いながら，どの
ような技術かについて学びます。実習では，人気のあるマイコンボード（2022 年度は Arduino 互換機を予定）を使います。ハ
ンダごて無しで，簡単な電子回路を組み，必要なプログラミングを行い，実際に動かしてみます。みなさんのやりたいことを
実現する選択肢を広げるためにも楽しんで取り組んでもらいたいと思います。
実習を通じて，話題になっている技術の仕組みについての基本的な洞察を得ること，自分自身でも簡単な回路が組めるように
なることを到達目標とします。

２.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 10 回
第 11 回
第 12 回
第 13 回
第 14 回

イントロダクション，使用する開発環境の準備，教材配布
LED 制御で学ぶ回路とプログラム・・・基礎
LED 制御手学ぶ回路とプログラム・・・応用(1)
ボタンを使った制御 / シリアル通信の利用
プログラミングの基礎 (1) 制御構造 (条件分岐、繰り返し)
ブザーを使って音を出すなどその他の出力の利用
プログラミングの基礎 (2) 関数の定義など
アナログ入力の利用(1)・・・・可変抵抗，光センサーなど
アナログ入力の利用(2)・・・・センサーの値を利用するプログラムを考える
I2C 通信と液晶表示器・・・・・回路の作成と動作確認
I2C デバイスの追加 温湿度センサーの追加
ここまでのまとめと調整
他のデバイスとの通信 （シリアル通信, Wi-Fi 接続）
他のデバイスとの通信 （PC との連携など）
まとめ

３.履修上の注意
授業中にプログラムや電子回路を組んだりすることになります。サンプルプログラムを動かしたり、改良しながら学習を進め
ます。事前にプログラミングに関する知識がなくても取り組めますが、授業中はプログラミング言語の文法などについてあま
り時間を割くことはできないので、必要に応じて、プログラミングに関する知識を自分自身で補う努力をしてもらいたいと思
います。
授業では学生同士で互いに助け合いながら課題に取り組んでもらいます。興味とやる気さえあれば未経験でも大丈夫でしょう。
実際に集まった受講者と相談しながら，じっくり進めるようにします。逆にこの授業は入門レベルなので，この分野について
経験や経験がある人にはもの足りないかもしれません。敢えて履修する場合には，他の学生へのサポートなどで力を発揮して
ください。
実習で使う PC は各自で持参してください。この他，実習で使うマイコンボードや部品等の購入に 2,000〜5,000 円程かかり
ます（2022 年度は 1,700 円）
。授業を円滑に進めるため，初回授業の 1 ヶ月前頃，教材費（実費）の徴収を予定しています。春
学期終わり頃からの Oh-o!Meiji のお知らせに注意してください。
教材は，授業の進度に合わせて教材を順次配布します。特に初回は欠席しないようにしてください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
夏休みに、初回授業までに準備すべきこと（開発のインストールなど）を指示します。必ず事前に行っておいてください。

５.教科書
必要な資料は配付しますが，初心者は参考書に挙げた『Arduino をはじめよう』の入手をすすめます。

６.参考書
『Arduino をはじめよう』第３版,Massimo Banzi 著 オライリージャパン
『エレクトロニクスをはじめよう』 Forrest M. Mims III 著, オライリージャパン
『Arduino と Processing で始めるプロトタイピング入門』
，青木直史,講談社
(『Processing をはじめよう』
，Casey Reas ほか,オライリージャパン)

７.成績評価の方法
宿題への取組（30%）
， 授業内での課題への取組（50%）
， 応用的課題への取組（20%）

８.その他
マイコンボードの開発環境などを使うので，USB ポートを備えた自分のノートパソコンを持参することを原則とします（貸出も
できますが古くて使いにくい）
。実習で使うセンサーなどの機材は，秋葉原で安価に手に入るものです。皆さん自身の発想で新
しいものを実現できるように頑張りましょう。
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問題発見テーマ演習Ｂ

渡邊

容子

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)IND212J

１.授業の概要・到達目標
大学生活後半に向けて、今後の目標がしっかり意識できていますか。大学生活は、学生生活から職業生活に移行するための重
要な期間であり、社会の中で自分をどう位置付けるかを考える時間でもあります。現在、想定外の感染症の世界的拡大により、
これまで顕在化されてこなかった社会・組織・人々の多様な課題が浮き彫りになり、まさにＶＵＣＡ時代の到来と言えます。
社会は、今後も常に変化していきます。
このゼミナールでは、職業世界の構造について知ることを通じて、働くことの意義やキャリアの実現に向け、自分と社会と
の関わりについて「仕事の世界」を捉える視点を構築し、理解と現実のギャップを「問題」と考える力を養います。加えて、適
正な情報収集力とその活用能力の向上を目指します。自身の職業世界観を広げ、産業・企業・職業・組織等について理解を深め
ることにより、外的キャリアの形成と「業界・職業研究」の足掛かりとすることを目標とします。
他人が発する情報をどの様に受けとめ、理解するか、それをどのように伝えていくかを意識しながら授業を進めます。キャ
リアリテラシー・ビジネスリテラシーについても議論を進めていきます。

２.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

キャリア形成の階段をもう一段上がろう
働くことの意味と働き方
多様な働き方と労働市場の課題
職業世界を知ろう(１) 種類と仕組み
職業世界を知ろう(２) 情報の捉え方
社会との関わりとリテラシー
自己理解と職業選択における自己実現
業界研究・企業研究(１) 方法と目的
業界研究・企業研究(２) 実践
プレゼンテーションの方法とレポートの書き方
プレゼンテーションの実践(１)
プレゼンテーションの実践(２)
グループディスカッションにむけて
レポートの提出と３年生に向けてやるべきこと

３.履修上の注意
可能であれば、
「問題発見テーマ演習Ａ」とセットの履修を推奨します。
キャリア形成の観点から、学生間・学生と教員間のコミュニケーションを重視します。
無断欠席をしないこと。授業の参加度として出席を重要視します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
社会の仕組みや社会情勢に関心をもって、日常を過ごすこと。新聞の購読は必須です。

５.教科書
特に指定しません。毎回レジュメを配布します。

６.参考書
『働き方の哲学』
、,村山昇、
（Discover21）

７.成績評価の方法
授業への参加度 20％、授業内提出物 10％、発表の内容 30％、レポート 40％

８.その他
演習を通して、将来の仕事についての理解を深めてほしいと考えます。就職活動の参考になる情報も適宜提供します。
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情報コミュニケーション学入門Ａ〔Ｍ〕
（春学期）

コーディネーター

横田

貴之

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND116J

１.授業の概要・到達目標
今後の社会で生じる問題は，より一層，複雑で多岐にわたるであろう。このような社会を理解し，積極的にかかわっていく
には，広い視野で状況をとらえ，様々な領域にまたがる知を協働して問題に取り組むことが重要である。このような観点から
この講義では，自ら問題を設定し，学域横断的な視点・アプローチで問題に取り組むための力を養うことを目的とする。
授業はオンライン（オンデマンド型）のオムニバス形式で実施され，各教員がそれぞれの専門的視座から現代社会の諸問題
を講義する。具体的には、指定教科書の３つのテーマ群（生活から社会を解き明かす・文化から社会を考える・コミュニケーシ
ョンから世界を読む）から講義する。
各回の授業内で課されるレポート作成や小テストへの解答を通じて，論理的な思考力を養うとともに，学域横断的に展開さ
れる講義の全体から，
「カリキュラムのカスタマイズ」を行う能力を身につけ，4 年間で自身が研究するテーマ設定の基礎作り
をすることが到達目標となる。

２.授業内容
第１回 a：イントロダクション：情報コミュニケーション学とは（横田貴之）
、b：明治大学と情報コミュニケーション学部（須
田努）
〔メディア授業（オンデマンド型）〕
第２回 生活から社会を解き明かすⅠ-①：つながる私たち：恋愛、結婚と家族のあり方（施利平）
〔メディア授業（オンデマン
ド型）
〕
第３回 生活から社会を解き明かすⅠ-②：現代社会を生きる・見る・変える（宮本真也）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第４回 生活から社会を解き明かすⅠ-③：情報化によるイノベーションを経済学で考える（山内勇）〔メディア授業（オンデ
マンド型）
〕
第５回 生活から社会を解き明かすⅠ-④：行動を変容するためのコミュニケーション（後藤晶）〔メディア授業（オンデマン
ド型）
〕
第６回 文化から社会を考えるⅠ-①：舞踊の国際研究から共創へ―琉球・韓国の比較舞踊学（波照間永子）
〔メディア授業（オ
ンデマンド型）
〕
第７回 文化から社会を考えるⅠ-②：音楽表現とメディアの関係（宮川渉）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第８回 文化から社会を考えるⅠ-③：超域文化としてのファッション（高馬京子）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第９回 文化から社会を考えるⅠ-④：創作としての翻訳――ドイツ語と日本語の間で（関口裕昭）〔メディア授業（オンデマ
ンド型）
〕
第 10 回 コミュニケーションから世界を読むⅠ-①：おとなりさんは外国人―多文化共生と異文化コミュニケーション（根橋
玲子）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 11 回 コミュニケーションから世界を読むⅠ-②：コーヒーカップの向こう側 ― フェアな経済とは何か？（島田剛）
〔メ
ディア授業（オンデマンド型）
〕
第 12 回 コミュニケーションから世界を読むⅠ-③：平成の内外雑居と太古の大陸移動―新しき日本と新しき日本人たちへ（川
島高峰）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 13 回 コミュニケーションから世界を読むⅠ-④：実感する海外事情（和田悟）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 14 回 春学期授業のまとめ（横田貴之）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕

３.履修上の注意
この講義は必修科目である。
毎授業ごとに，授業時間内に出された課題や小テストを提出すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業は 3 つのテーマ群から構成されている。自分が受講している他の授業をテーマ群と関連付けることで、学際的な「情報コ
ミュニケーション学」とは何かを自ら日常的に考えること。また、この授業はオンデマンド形式なので、配信期間中に適宜繰
り返し視聴することで復習を行って欲しい。

５.教科書
明治大学情報コミュニケーション学部編『情報コミュニケーション学への招待』
（ミネルヴァ書房、2022 年刊行予定）

６.参考書
特に指定しない。

７.成績評価の方法
出席・レポートおよび小テスト：100％
毎回の授業で提出するレポート・小テストをもって出席とみなす。
また第２回から第 13 回のうち，点数の高いもの８回分を採点対象とし，成績評価とする。課題および小テストを５回以上欠席
（未提出）の者は F とする。

８.その他
授業を聴講していないと解答できない課題・小テストが出題されるため，集中して授業に臨むこと。
授業動画の配信期間や課題提出期間等に十分に確認すること。特に、提出物については期限を厳守すること。
指定教科書は配布予定（詳細は逐次更新します）
。
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（秋学期）

コーディネーター

横田
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１.授業の概要・到達目標
今後の社会で生じる問題は，より一層，複雑で多岐にわたるであろう。このような社会を理解し，積極的にかかわっていく
には，広い視野で状況をとらえ，様々な領域にまたがる知を協働して問題に取り組むことが重要である。このような観点から
この講義では，自ら問題を設定し，学域横断的な視点・アプローチで問題に取り組むための力を養うことを目的とする。
授業はオンライン（オンデマンド型）のオムニバス形式で実施され，各教員がそれぞれの専門的視座から現代社会の諸問題
を講義する。具体的には、指定教科書の３つのテーマ群（生活から社会を解き明かす・文化から社会を考える・コミュニケーシ
ョンから世界を読む）から講義する。
各回の授業内で課されるレポート作成や小テストへの解答を通じて，論理的な思考力を養うとともに，学域横断的に展開さ
れる講義の全体から，
「カリキュラムのカスタマイズ」を行う能力を身につけ，4 年間で自身が研究するテーマ設定の基礎作り
をすることが到達目標となる。

２.授業内容
第１回 生活から社会を解き明かすⅠ-①：つながる私たち：恋愛、結婚と家族のあり方（施利平）
〔メディア授業（オンデマン
ド型）
〕
第２回 生活から社会を解き明かすⅠ-②：現代社会を生きる・見る・変える（宮本真也）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第３回 生活から社会を解き明かすⅠ-③：情報化によるイノベーションを経済学で考える（山内勇）〔メディア授業（オンデ
マンド型）
〕
第４回 生活から社会を解き明かすⅠ-④：行動を変容するためのコミュニケーション（後藤晶）〔メディア授業（オンデマン
ド型）
〕
第５回 文化から社会を考えるⅠ-①：舞踊の国際研究から共創へ―琉球・韓国の比較舞踊学（波照間永子）
〔メディア授業（オ
ンデマンド型）
〕
第６回 文化から社会を考えるⅠ-②：音楽表現とメディアの関係（宮川渉）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第７回 文化から社会を考えるⅠ-③：超域文化としてのファッション（高馬京子）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第８回 文化から社会を考えるⅠ-④：創作としての翻訳――ドイツ語と日本語の間で（関口裕昭）〔メディア授業（オンデマ
ンド型）
〕
第９回 コミュニケーションから世界を読むⅠ-①：おとなりさんは外国人―多文化共生と異文化コミュニケーション（根橋玲
子）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 10 回 コミュニケーションから世界を読むⅠ-②：コーヒーカップの向こう側 ― フェアな経済とは何か？（島田剛）
〔メ
ディア授業（オンデマンド型）
〕
第 11 回 コミュニケーションから世界を読むⅠ-③：平成の内外雑居と太古の大陸移動―新しき日本と新しき日本人たちへ（川
島高峰）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 12 回 コミュニケーションから世界を読むⅠ-④：実感する海外事情（和田悟）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 13 回 研究テーマ設定のために――大学院生の研究から（波照間永子・横田貴之）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 14 回 a：「マイカリキュラム」の講評、b：秋学期授業まとめ（横田貴之）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕

３.履修上の注意
この講義は必修科目である。
毎授業ごとに，授業時間内に出された課題や小テストを提出すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業は 3 つのテーマ群から構成されている。自分が受講している他の授業をテーマ群と関連付けることで、学際的な「情報コ
ミュニケーション学」とは何かを自ら日常的に考えること。また、この授業はオンデマンド形式なので、配信期間中に適宜繰
り返し視聴することで復習を行って欲しい。

５.教科書
明治大学情報コミュニケーション学部編『情報コミュニケーション学への招待』
（ミネルヴァ書房、2022 年刊行予定）

６.参考書
特に指定しない。

７.成績評価の方法
出席・レポートおよび小テスト：100％
毎回の授業で提出するレポート・小テストをもって出席とみなす。
また第１回から第 12 回のうち，点数の高いもの８回分を採点対象とし，成績評価とする。課題および小テストを５回以上欠席
（未提出）の者は F とする。

８.その他
授業を聴講していないと解答できない課題・小テストが出題されるため，集中して授業に臨むこと。
授業動画の配信期間や課題提出期間等に十分に確認すること。特に、提出物については期限を厳守すること。
指定教科書は配布予定（詳細は逐次更新します）
。
なお、授業概要等に関するイントロダクションは春学期第 1 回（a）と共通であるため、受講生各自で適宜視聴すること。
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１.授業の概要・到達目標
今後の社会で生じる問題は，より一層，複雑で多岐にわたるであろう。このような社会を理解し，積極的にかかわっていく
には，広い視野で状況をとらえ，様々な領域にまたがる知を協働して問題に取り組むことが重要である。このような観点から
この講義では，自ら問題を設定し，学域横断的な視点・アプローチで問題に取り組むための力を養うことを目的とする。
授業はオンライン（オンデマンド型）のオムニバス形式で実施され，各教員がそれぞれの専門的視座から現代社会の諸問題
を講義する。具体的には、指定教科書の３つのテーマ群（生活から社会を解き明かす・文化から社会を考える・コミュニケーシ
ョンから世界を読む）から講義する。
各回の授業内で課されるレポート作成や小テストへの解答を通じて，論理的な思考力を養うとともに，学域横断的に展開さ
れる講義の全体から，
「カリキュラムのカスタマイズ」を行う能力を身につけ，4 年間で自身が研究するテーマ設定の基礎作り
をすることが到達目標となる。

２.授業内容
第１回 a：イントロダクション：情報コミュニケーション学とは（横田貴之）
、b：明治大学と情報コミュニケーション学部（須
田努）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第２回 生活から社会を解き明かすⅡ-①：労働者の権利と労働への教育―「ブラックな職場」と「やりがい搾取」を超えて（鈴
木雅博）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第３回 生活から社会を解き明かすⅡ-②：防災しない災害学 ―災害から社会を捉える「災害研究」の世界（小林秀行）
〔メデ
ィア授業（オンデマンド型）
〕
第４回 生活から社会を解き明かすⅡ-③：現代の罪と罰―法律学を学ぶためのプレリュー（阿部力也）〔メディア授業（オン
デマンド型）
〕
第５回 生活から社会を解き明かすⅡ-④：原発再稼働をめぐる法と法学―誰がどのような意思決定を担うべきか？（清水晶紀）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第６回 文化から社会を考えるⅡ-①：古典を読むと、私はどうなるの？−古典批評入門（内藤まりこ）
〔メディア授業（オンデ
マンド型）
〕
第７回 文化から社会を考えるⅡ-②：音のある言語とない言語 ―手話の可能性（坂本祐太）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第８回 文化から社会を考えるⅡ-③：第二言語習得と学習環境（ドウ，ティモシー）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第９回 文化から社会を考えるⅡ-④：イスラームから読み解く政教関係（横田貴之）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 10 回 コミュニケーションから世界を読むⅡ-①：
「ありのまま」の報道は可能か——幕末・明治期の「報道メディア」から考
える（日置貴之）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 11 回 コミュニケーションから世界を読むⅡ-②：ICT 革命とグローバル化、ポスト・マスコミ時代のジャーナリズム（小田
光康）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 12 回 ココミュニケーションから世界を読むⅡ-③：コンピュータの問題点（山崎浩二）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 13 回 コミュニケーションから世界を読むⅡ-④：組織やコミュニティにおける監視――「見張り」と「見守り」 （竹中克
久）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 14 回 春学期授業のまとめ（横田貴之）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕

３.履修上の注意
この講義は必修科目である。
毎授業ごとに，授業時間内に出された課題や小テストを提出すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業は 3 つのテーマ群から構成されている。自分が受講している他の授業をテーマ群と関連付けることで、学際的な「情報コ
ミュニケーション学」とは何かを自ら日常的に考えること。また、この授業はオンデマンド形式なので、配信期間中に適宜繰
り返し視聴することで復習を行って欲しい。

５.教科書
明治大学情報コミュニケーション学部編『情報コミュニケーション学への招待』
（ミネルヴァ書房、2022 年刊行予定）

６.参考書
特に指定しない。

７.成績評価の方法
出席・レポートおよび小テスト：100％
毎回の授業で提出するレポート・小テストをもって出席とみなす。
また第２回から第 13 回のうち，点数の高いもの８回分を採点対象とし，成績評価とする。課題および小テストを５回以上欠席
（未提出）の者は F とする。

８.その他
授業を聴講していないと解答できない課題・小テストが出題されるため，集中して授業に臨むこと。
授業動画の配信期間や課題提出期間等に十分に確認すること。特に、提出物については期限を厳守すること。
指定教科書は配布予定（詳細は逐次更新します）
。
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情報コミュニケーション学入門Ｂ〔Ｍ〕
（秋学期）

コーディネーター

横田

貴之

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)IND116J

１.授業の概要・到達目標
今後の社会で生じる問題は，より一層，複雑で多岐にわたるであろう。このような社会を理解し，積極的にかかわっていく
には，広い視野で状況をとらえ，様々な領域にまたがる知を協働して問題に取り組むことが重要である。このような観点から
この講義では，自ら問題を設定し，学域横断的な視点・アプローチで問題に取り組むための力を養うことを目的とする。
授業はオンライン（オンデマンド型）のオムニバス形式で実施され，各教員がそれぞれの専門的視座から現代社会の諸問題
を講義する。具体的には、指定教科書の３つのテーマ群（生活から社会を解き明かす・文化から社会を考える・コミュニケーシ
ョンから世界を読む）から講義する。
各回の授業内で課されるレポート作成や小テストへの解答を通じて，論理的な思考力を養うとともに，学域横断的に展開さ
れる講義の全体から，
「カリキュラムのカスタマイズ」を行う能力を身につけ，4 年間で自身が研究するテーマ設定の基礎作り
をすることが到達目標となる。

２.授業内容
第１回 生活から社会を解き明かすⅡ-①：労働者の権利と労働への教育―「ブラックな職場」と「やりがい搾取」を超えて（鈴
木雅博）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第２回 生活から社会を解き明かすⅡ-②：防災しない災害学 ―災害から社会を捉える「災害研究」の世界（小林秀行）
〔メデ
ィア授業（オンデマンド型）
〕
第３回 生活から社会を解き明かすⅡ-③：現代の罪と罰―法律学を学ぶためのプレリュー（阿部力也）〔メディア授業（オン
デマンド型）
〕
第４回 生活から社会を解き明かすⅡ-④：原発再稼働をめぐる法と法学―誰がどのような意思決定を担うべきか？（清水晶紀）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第５回 文化から社会を考えるⅡ-①：古典を読むと、私はどうなるの？−古典批評入門（内藤まりこ）
〔メディア授業（オンデ
マンド型）
〕
第６回 文化から社会を考えるⅡ-②：音のある言語とない言語 ―手話の可能性（坂本祐太）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第７回 文化から社会を考えるⅡ-③：第二言語習得と学習環境（ドウ，ティモシー）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第８回 文化から社会を考えるⅡ-④：イスラームから読み解く政教関係（横田貴之）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第９回 コミュニケーションから世界を読むⅡ-①：
「ありのまま」の報道は可能か——幕末・明治期の「報道メディア」から考え
る（日置貴之）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 10 回 コミュニケーションから世界を読むⅡ-②：ICT 革命とグローバル化、ポスト・マスコミ時代のジャーナリズム（小田
光康）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 11 回 ココミュニケーションから世界を読むⅡ-③：コンピュータの問題点（山崎浩二）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 12 回 コミュニケーションから世界を読むⅡ-④：組織やコミュニティにおける監視――「見張り」と「見守り」 （竹中克
久）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 13 回 研究テーマ設定のために――大学院生の研究から（波照間永子・横田貴之）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 14 回 a：「マイカリキュラム」の講評、b：秋学期授業まとめ（横田貴之）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕

３.履修上の注意
この講義は必修科目である。
毎授業ごとに，授業時間内に出された課題や小テストを提出すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業は 3 つのテーマ群から構成されている。自分が受講している他の授業をテーマ群と関連付けることで、学際的な「情報コ
ミュニケーション学」とは何かを自ら日常的に考えること。また、この授業はオンデマンド形式なので、配信期間中に適宜繰
り返し視聴することで復習を行って欲しい。

５.教科書
明治大学情報コミュニケーション学部編『情報コミュニケーション学への招待』
（ミネルヴァ書房、2022 年刊行予定）

６.参考書
特に指定しない。

７.成績評価の方法
出席・レポートおよび小テスト：100％
毎回の授業で提出するレポート・小テストをもって出席とみなす。
また第１回から第 12 回のうち，点数の高いもの 8 回分を採点対象とし，成績評価とする。課題および小テストを 5 回以上欠席
（未提出）の者は F とする。

８.その他
授業を聴講していないと解答できない課題・小テストが出題されるため，集中して授業に臨むこと。
授業動画の配信期間や課題提出期間等に十分に確認すること。特に、提出物については期限を厳守すること。
指定教科書は配布予定（詳細は逐次更新します）
。
なお、授業概要等に関するイントロダクションは春学期第 1 回（a）と共通であるため、受講生各自で適宜視聴すること。
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情報コミュニケーション学〔Ｍ〕

コーディネーター

清原

聖子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)IND316J

１.授業の概要・到達目標
〔授業の概要〕
本講座のテーマは「様々な角度から現代アメリカの社会と文化について考えること」である。スポーツや音楽，映画などを通
じて，アメリカ文化に親しみを感じている人も多いだろう。そこで，オムニバス授業の特徴を活かして，本講座では，メディ
ア，音楽，スポーツ，ジェンダー，BLM 運動，移民問題などのテーマについて，各分野の専門家による特別講義・演奏をライン
アップに加えて，多様な視点からアメリカの社会と文化について理解を深める機会を提供する。
毎年大好評のピアニスト（実演家）による演奏と講義を組み合わせた形式の授業を今年も実施する。
また，文化や社会を理解するうえで欠かせない社会制度や政治形態についても日米比較の視点から検討する。たとえば，２０
２０年大統領選挙を例にとり，日本との違いを意識して選挙制度の仕組みやインターネット選挙運動などの特徴，課題につい
て説明する。さらに，日本と比べ，なぜアメリカでは国民皆保険制度の成立が難しいのか，といった福祉政策の課題について
も社会・文化的な要因から論じる。外交面では，日米関係や米中関係を中心に最近の国際情勢を踏まえ，超大国アメリカはア
ジアにどれだけ関心があるのか，という問題について解説する講義も予定している。
〔到達目標〕
多角的な視点から専門家の講義を聞き，考える力を身に着けることによって，社会人になっても役立つ教養として，アメリカ
社会と文化を捉えることができるようになることを目指す。

２.授業内容
第１回イントロダクション・情コミ流儀の現代アメリカ社会文化研究とは （清原聖子）
第２回アメリカの政治的分断・停滞はどう生じたか （岡山裕・慶應義塾大学）
第３回アメリカ経済史と移民―高技能移民と非合法移民の役割をめぐって （下斗米秀之・明治大学政治経済学部）
第４回大統領選挙の仕組みとネット選挙の発展 （清原聖子）
第５回「メディアの分極化」から見るアメリカのメディア環境の変容 （清原聖子）
第６回バイデン政権における医療保険改革の行方 （山岸敬和・南山大学）
第７回アメリカ中絶論争の現在 （兼子歩・明治大学政治経済学部）
第８回 BLM 運動から振り返るアメリカ黒人の歴史 （荒木圭子・東海大学）
第９回アメリカはアジアにどれだけ関心があるのか （伊藤剛・明治大学政治経済学部）
第 10 回アメリカの通商政策と世界貿易機構（WTO)改革 （松本明日香・東京都立大学・2022 年 4 月より）
第 11 回近代アメリカにおけるクラシック音楽の発展〜演奏を通してその魅力を味わう （佐藤彦大・実演家・ピアニスト・東
京音楽大学）
第 12 回在外米軍基地とアメリカのポピュラー音楽―「米軍人」として来日したミュージシャンたち （青木深・都留文科大学・
2022 年 4 月より）
第 13 回アメリカのオリンピックセンチュリーと社会正義の実現 （川島浩平・早稲田大学）
第 14 回アメリカの映画音楽（谷口昭弘・フェリス女学院大学）／まとめ （清原聖子）
講師の都合により，内容・スケジュールは変更する可能性があります。

３.履修上の注意
毎週土曜日午前 10 時にオンデマンド形式でクラスウェブの「授業内容・資料」より、講義の動画を配信する。動画配信日から
1 週間以内に動画を閲覧した上で、アンケート機能を使って小課題レポートを提出する。本授業のコーディネーターである担当
教員に連絡を取りたい場合には、アンケート機能に専用の項目を設けるので、そちらから問い合わせをすること。
第 11 回（6 月 25 日）は，ピアニストの演奏と講義を組み合わせた授業であるため，アカデミーホールで 2 限に対面式で実施す
る。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、指定された教科書の範囲を読んでおくことが望ましい。そのうえで、質問、コメントや感想があれば、履修者はク
ラスウェブのディスカッション機能に書き込み、履修者同士の意見交換が可能である。また、事前にディスカッション機能で
履修者から投稿されたコメントや質問に対して、各回の担当教員がオンデマンド講義に反映させて、全体向けにフィードバッ
クを行う予定である。

５.教科書
清原聖子編著『教養としてのアメリカ研究』
（大学教育出版，2021）

６.参考書
久保文明、中山俊宏、山岸敬和、梅川健編著『アメリカ政治の地殻変動―分極化の行方』
（東京大学出版会、2021）
久保文明，金成隆一『アメリカ大統領選』
（岩波新書，2020）
岡山裕『アメリカの政党政治―建国から 250 年の軌跡』
（中公新書，2020）
岡山裕，西山隆行編著『アメリカの政治』
（弘文堂、2019）
山岸敬和・西川賢編著『ポスト・オバマのアメリカ』
（大学教育出版、2016）
青木深『めぐりあうものたちの群像ー戦後日本の米軍基地と音楽 1945－1958』
（大月書店 2013）
川島浩平『人種とスポーツ』
（中公新書 2012 年）
その他，授業中に紹介する。

７.成績評価の方法
対面定期試験は実施しない。成績評価は毎回の授業で提出する小課題レポート（100％）
。

８.その他
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情報コミュニケーション学

コーディネーター

高馬

京子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)IND311J

１.授業の概要・到達目標
「トランスナショナル・コミュニケーションにおける流行，文化現象の形成と伝達」
【授業の概要】
インターネット，デジタル・メディアの発展に伴いかつてないほど発達し，常に変化し続ける高度情報化社会に我々は暮ら
している。このような社会において流行するポピュラーカルチャーの形成，伝達，受容とはどのようなものといえるのか。以
前のようなマスメディア，大企業が一極支配し，一方方向に文化が伝播される，文化帝国主義の意味合いで語られることの多
いグローバリゼーション＝アメリカナイゼーションとして文化が各地で受け入れられ，ローカル化していた時代とは異なり，
トランスナショナリゼーション（Hannerz1996, Iwabuchi2002）
，すなわち，トランスナショナル＝国を超えて，伝達していき，
今まで受け手でしかなかった人々も含め循環的に複数の行為者によって形成される異文化表象として「文化」が重層的に形成
され，流行として伝達，受容，変容されているといえよう。本講義では，越境する広義のファッション（流行現象）としての現
代「文化」の形成と伝達についての事例，問，その研究方法，成果について，服飾流行としてのファッションを中心に，その他
音楽，禅，ゲーム，ネットアイドル，デジタルメディア，ＳＮS などをキーワードにそれらをご専門とする各講師の方にメディ
アとの関係で国際的，学際的アプローチからご講義いただく予定である。
（第２回～第 13 回はゲストを予定）
【到達目標】
各専門の講師陣から現代文化における高度情報化社会におけるトランスナショナルかつ重層的に形成，伝達された流行現象
の問題点の着眼点，そのアプローチ方法，成果などを学ぶことで，学生一人一人が身近にある現代の高度情報化社会の流行現
象，文化現象についての問をメディア，コミュニケーションと関連づけながら発見し，国際的，学際的視点から分析，解決でき
る能力を身につけることを目指す。
＊都合により講師，日程，タイトルは変更の可能性があり，その場合は随時学生に告知する。

２.授業内容
第１回 a のみ「トランスナショナル・コミュニケーションにおける流行，文化現象の形成と伝達：イントロダクション，履修
方法，説明」
第２回 「ゲーム化する世界の記号論――トランスナショナル的状況における身体と映像」
第３回 「初音ミク：ネットアイドル（文化）のトランスナショナル化の可能性」
第４回 「ZEN はなぜアメリカで流行っているのか」
第５回 「アジアにおける文化圏と越境する流行」
第６回 「J-POP の可能性―輸入から輸出，さらにその先へ：現場の視点から」
第７回 「越境文化を研究するということ」
第８回 「バーチャル空間におけるファッション、身体」
第９回 「越境するファッション I：理論，事例，実践」
第 10 回 「越境するファッション II 現場の視点から」
第 11 回 「越境するファッションメディア：現場の視点から」
第 12 回 「越境する／ためのファッション 身体装飾とアイデンティティ」
第 13 回 「越境する／ためのストリートファッション」
第 14 回 「トランスナショナル・コミュニケーションにおける流行，文化現象の形成と伝達：まとめ」
＊現状，講師，日程，タイトルは依頼，調整中，変更の場合，その場合は随時学生に告知する。
オンデマンドになる回に関してはシラバスの補足で告知

３.履修上の注意

４.準備学習（予習・復習等）の内容
教科書にある各事例について読み，問に対する回答、質問を考える。また授業中に担当講師の講義内容，また紹介された関連
図書などに目を通し，復習として，講師のテーマと関連づけて、自分の現代社会の問，そしてその分析方法などを考えること。

５.教科書
『越境する文化・コンテンツ・想像力』松本健太郎，髙馬

京子編（ナカニシヤ出版）

６.参考書
授業中に提示する。

７.成績評価の方法
教科書での予習及び毎回の講義に基づくコメントシートの提出（40％）
期末試験として，全体の講義に基づくレポート（60％）

８.その他
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情報コミュニケーション学

コーディネーター

小林

秀行

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)IND311J

１.授業の概要・到達目標
本講義は「災害復興」を中心的なテーマに据えている。高度情報化が進展し続ける現在，我々は日々，多様なメディアを通じ
て情報を交換し，コミュニケーションを図っている。これは災害のような非日常時においても同様であり，迅速かつ正確な情
報の伝達は，被害軽減に一定の効果をあげてきたといってよいだろう。他方，このような情報とコミュニケーションが，あら
ゆる場合において有効に機能しているわけではない。たとえば，災害復興で常に問題となることの 1 つとして，
「具体的に，何
をどのように復興するのか」という復興像が，関係者の間で簡単には共有できない点がある。この問題は，多様な価値観を持
つ人々の間を，コミュニケーションによってつなぐことの困難さを示す例と言え，こうした問題は情報技術の進展ではなく，
その技術を扱う我々自身が，どのように相互理解を図れるのかという点に解決が求められる。講義では，災害復興の第 1 線で
活躍する外部講師を招き，そうした方々の豊富な実務経験を通して，いかに多様な視点から災害復興が考えられているのかを
学び，具体的な事例への理解を通して，情報とコミュニケーションが社会において果たす役割の重要さと，その実現の困難さ
について理解を深めていきたい。なお，本講義について，学習目標は以下の 3 点とする。①「災害復興の実態を理解する」
，②
「コミュニケーションをはかることの困難さを理解する」
，③「多様な視点を尊重するという姿勢を獲得する」
。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
第 01 回：イントロダクション／災害復興概論
第 02 回：社会過程としての災害復興①～震災復興と生きがいの社会学～〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 03 回：社会過程としての災害復興②～新潟県中越地震の経験から～
第 04 回：社会過程としての災害復興③～周辺的被災地における復興とそれから～〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 05 回：社会過程としての災害復興④～復興とジェンダー～
第 06 回：社会過程としての災害復興⑤～第二の喪失と集合的トラウマ～〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 07 回：社会過程としての災害復興⑥～海外における災害復興～
第 08 回：社会過程としての災害復興⑦～観光を通じた災害復興～〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 09 回：社会過程としての災害復興⑧～原発事故・避難から考える地域の意味～
第 10 回：社会過程としての災害復興⑨～戦災復興としての”復興”、広島の戦後史をめぐって～〔メディア授業（オンデマン
ド型）
〕
第 11 回：社会過程としての災害復興⑩～日本社会における災害の記憶～
第 12 回：メディアがとらえた災害復興①～災害伝承における美術館（アート）の役割～〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 13 回：メディアがとらえた災害復興②～新聞報道の視点から～
第 14 回：社会過程としての災害復興⑪～犠牲者と残された人の物語～〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
＊講義内容・ゲスト講師は変更となる場合があります

３.履修上の注意
〇この科目は，クォーター（７週）完結型授業です。週に２コマの授業を，対面形式とオンデマンド形式にて実施します。
〇オンデマンド形式により実施する回については，毎週水曜日の対面講義終了後に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信しま
す。
次回の対面授業の日までに必ず受講すること。
〇オンデマンド形式の授業については，かならず自身のアカウントで oh-meiji へログインして視聴すること。
動画視聴履歴を履修確認として利用する。したがって「友人の PC で共に視聴したため視聴履歴がついていない」など，
教員による視聴履歴の確認が不可能であるものは視聴履歴があるとは認めない。
〇単元ごとにリアクション・ペーパーを課します。リアクション・ペーパーの未提出が 4 回以上となった場合，
単位認定を行わないので注意すること。リアクション・ペーパーについては理由に関わらず遅延等は一切認めません。
忌引・公式試合・病気療養等による登校禁止等についても基本的には同様の扱いとしますが、
これらが複数回重なる場合はそれぞれの事情を考慮して判断しますので、確認可能な資料を提示してください。
〇本講義は災害復興の第１線で活躍する方々を外部講師としてお招きしています。
対面講義中の私語など，講義の妨害については単位認定不可を含む厳格な処置をしますので，十分に注意して受講してくだ
さい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
＜予習＞
予習については，新聞等で東日本大震災の被災地が現在どのような状況にあるかについて，理解を深めたうえで講義にのぞむ
こと。
＜復習＞
復習については，各回で配布された資料を読み返し，理解を深めること。疑問点があれば，講義の際に質問を行うこと。

５.教科書
特に定めない。担当教員の作成した資料にそって講義を進める。

６.参考書
岩崎信彦・鵜飼孝造ほか編『阪神・淡路大震災の社会学１ 被災と救援の社会学』昭和堂，1999 年
似田貝香門・吉原直樹編,『震災と市民１「連帯経済とコミュニティ再生」
』東京大学出版会，2015 年

７.成績評価の方法
期末レポート(4,000 字以上)（100％）
期末レポート課題については，詳細は日程が近づいてから公表しますが，いわゆる講義の感想文に留まるものはレポートとは
認めていません。
また、レポート内で少なくとも 5 点程度は専門図書・論文の参照を求めますので，この点ご注意ください。
当然ですが，内容とは無関係な文献の参照や無意味な箇所での引用については大幅な減点対象となります。

８.その他
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環境と社会

本田

裕子

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)ENV131J

１.授業の概要・到達目標
この授業では，
「環境問題は社会で発生する」を前提に，環境問題の現状と課題を，社会との関係に着目して理解していきます。
前半（1～7 回）では，環境問題が発生する社会はどのような社会であるのかを理解し，説明できるようになることを目標とし
ます。後半（8～14 回）では，生物多様性や自然環境の保全をテーマに，どのよう保全していくのかを学生自らが考えられるよ
うになることを目標とします。

２.授業内容
第１回：イントロダクション～環境と社会を考える～
第２回：戦後日本の社会の変化を考える
第３回：水俣病について改めて考える
第４回：気候変動・自然災害と私たちの生活
第５回：熱帯林減少をどう考えるか？①私たちの生活
第６回：熱帯林減少をどう考えるか？②焼畑
第７回：日本の森林・林業を考える
第８回：自然環境保全の事例①森林
第９回：生物多様性とは何か？何を守るのか？
第 10 回：野生生物をめぐる問題を考える
第 11 回：外来種をめぐる問題を考える
第 12 回：どのような自然環境保全が望ましいのか考える
第 13 回：自然環境保全の事例②絶滅危惧種
第 14 回：私たちには何ができるのか？
＊授業内容は受講生の関心や環境問題の動向等により，一部変更する可能性があります。

３.履修上の注意
授業の受講の妨げになる行為（私語，スマホ動作，内職，居眠り等）については厳しく対応します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業回のテーマ・内容について，予習として新聞等のメディア報道を概要を調べてノートに整理しておくこと，復習として自
分の住んでいる自治体の取り組みに関連づけて調べてノートに整理しておくこと。

５.教科書
指定なし。資料等があれば授業中に配布します。

６.参考書
『環境年表 2021-2022』国立天文台編（丸善出版）2021 年
『改訂 8 版 環境社会検定試験 eco 検定公式テキスト』東京商工会議所編（日本能率協会マネジメントセンター）2021 年
＊今後改訂の可能性もあるので最新版を確認してください。

７.成績評価の方法
期末試験（70%）
小レポート・リアクションペーパー・授業への参加度（30％）

８.その他
環境問題は私たちの生活とおおいに関係していることの理解を促すため，視覚教材や新聞記事教材も活用します。また，必要
に応じてリアクションペーパーを書いてもらうことにより，双方向での授業を目指します。
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経営学

権

善喜

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)MAN111J

１.授業の概要・到達目標
この授業では，経営学の各分野に関する基礎を学んでいきます。経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報）の観点から企業活動を
理解することをめざします。
＜到達目標＞
①経営学全般の基礎知識を習得する。
②企業活動を理解する。

２.授業内容
第１回：a のみ：イントロダクション
第２回：経営組織
第３回：経営管理論①
第４回：経営管理論②
第５回：人間関係論
第６回：経営戦略①
第７回：経営戦略②
第８回：経営戦略③
第９回：人的資源管理①
第 10 回：人的資源管理②
第 11 回：生産管理①
第 12 回：生産管理②
第 13 回：イノベーション
第 14 回：まとめ

３.履修上の注意
特にありません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業内容と課題について十分に復習してください。

５.教科書
特に指定しません。教員が資料を用意します。

６.参考書
榊原清則：『経営学入門（上）
（下）
』第 2 版，日本経済新聞社，2013 年
その他の参考書は，必要に応じて随時紹介します。

７.成績評価の方法
期末試験（60%）と課題（30%）
・授業への参加度（10%）を基本に，総合的に判断します。

８.その他
学習状況によって内容を変更することがあります。
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憲法Ａ

伊藤

純子

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAW121J

１.授業の概要・到達目標
この講義では、身近な問題や時事問題、歴史などの話も適宜交えながら、日本国憲法に定める基本的人権とはどのようなもの
なのか、その意義と目的について体系的に学んでいきます。
また、憲法の基本的な考え方と解釈を習得し、日本国憲法に定める基本的人権についての基礎的な知識を身につけ、理解でき
ることを目標とします。

２.授業内容
1． 国民主権の原理 －国民主権と天皇制－
2. 基本的人権の原理① －人権宣言の歴史、人権の観念－
3．基本的人権の原理② －人権の内容、人権の享有主体－
4．基本的人権の限界 －人権と公共の福祉、特別権力関係、私人間における人権の保障と限界ー
5．包括的基本権と法の下の平等① ー生命・自由・幸福追求権ー
6．包括的基本権と法の下の平等② ー法の下の平等ー
7．精神的自由権① －思想・良心の自由、内心の自由－
8．精神的自由権② －信教の自由、学問の自由－
9．精神的自由権③ －表現の自由の意味と内容－
10 精神的自由権④ －表現の自由の限界－
11 経済的自由権 －職業選択の自由、居住・移転の自由、財産権の保障－
12. 人身の自由 －基本原則、被疑者の権利、被告人の権利－
13. 国務請求権（受益権）と参政権
14．社会権 －生存権－

３.履修上の注意
授業時に必ず六法を持参して下さい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回の授業外学習時間は、90 分程度必要とする。
テキストの該当箇所を事前に読んでおくこと。

５.教科書
芦部信喜『憲法（第７版）
』
（岩波書店，2019 年）

６.参考書
特に指定しない。

７.成績評価の方法
期末試験で評価する。

８.その他
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憲法Ｂ

伊藤

純子

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAW121J

１.授業の概要・到達目標
この講義では、身近な問題や時事問題、歴史などの話も適宜交えながら、日本国憲法に定める統治機構とはどのようなものな
のか、その意義と目的について体系的に学んでいきます。
また、憲法の基本的な考え方と解釈を習得し、日本国憲法に定める統治機構についての基礎的な知識を身につけ、理解できる
ことを目標とします。

２.授業内容
１．憲法と立憲主義
２．日本憲法史
３．国民主権の原理
４．平和主義の原理① ー憲法９条成立の経緯、戦争の放棄、戦力の不保持ー
５．平和主義の原理② ー交戦権の否認、安保体制ー
６．国会① ―権力分立の原理と国会の地位―
７．国会② ―国会の組織と活動、国会と議院の権能―
８．内閣① ー行政権と内閣、内閣の組織と権能ー
９．内閣② ー議院内閣制ー
１０．裁判所① ー司法権の意味と範囲ー
１１．裁判所② ―裁判所の組織と権能ー
１２．裁判所③ ―司法権の独立―
１３．財政・地方自治
１４．憲法の保障

３.履修上の注意
授業時に必ず六法を持参して下さい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回の授業外学習時間は、90 分程度必要とする。
テキストの該当箇所を事前に読んでおくこと。

５.教科書
芦部信喜『憲法（第７版）
』
（岩波書店，2019 年）

６.参考書
特に指定しない。

７.成績評価の方法
期末試験で評価する。

８.その他
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コミュニティ論

小笠原

尚宏

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)SOC111J

１.授業の概要・到達目標
個人化，私事化の進行が指摘される現代社会にあって，社会の基礎的単位としてのコミュニティの役割が再度，見直されて
いる。この授業では，地域社会の営みや地域で暮らす人々の地域生活をみることによって，個人と地域社会との関係─とくに
現代社会におけるコミュニティの役割─を確認することにしたい。具体的には次の各点から現代日本の地域社会／コミュニテ
ィを概観する。（1）日本的コミュニティの成立・発達過程―とくに村落共同体とコミュニティの異同から，現代日本の地域社
会を考える―。（2）現代日本における社会集団としてのコミュニティの機能。（3）現代日本社会におけるコミュニティの多様
性と重要性。
（4）現代日本社会におけるコミュニティの解体と再編。
（5）コミュニティの新たな役割。とりわけソーシャル・キ
ャピタルの観点から。このほか，コミュニティ／地域社会に関する時事的な問題についても扱う。
これらを通して，（1）コミュニティについての基礎的な知識を獲得した上で，（2）現代日本におけるコミュニティの概況を
理解するとともに，（3）現実のコミュニティの課題を発見し，分析し，かつ課題の解決策を探求するための基礎力の涵養を目
的とする。

２.授業内容
第１回ａのみ：イントロダクション：コミュニティ研究の現在
第２回：コミュニティの理論（1）日本のイエとムラ
第３回：コミュニティの理論（2）マッキーバーのコミュニティ論
第４回：コミュニティの理論（3）シカゴ社会学とコミュニティ
第５回：コミュニティの理論（4）コミュニティ問題
第６回：コミュニティ論の新機軸（1）コミュニティ解放論とパーソナルネットワーク
第７回：コミュニティ論の新機軸（2）ソーシャル・キャピタルとコミュニティ ａアメリカ社会学の動向
第８回：コミュニティ論の新機軸（3）ソーシャル・キャピタルとコミュニティ ｂ新たな互助の構築に向けて
第９回：現代日本のコミュニティ（1）コミュニティ・モデルから考える地域社会変動
第 10 回：日本のコミュニティ（2）町内会・自治会とローカル・コミュニティ
第 11 回：日本のコミュニティ（3）
「コミュニティ」概念の導入とその後
第 12 回：日本のコミュニティ（4）防災・防犯・福祉コミュニティの形成と課題
第 13 回：コミュニティ施策とその課題
第 14 回：現代日本におけるコミュニティの課題と可能性

３.履修上の注意
コミュニティあるいは地域社会に関する報道に目を通し，問題意識を鍛えておいてもらいたい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業終了後に小課題を提示するので，次回授業時までに準備をしておくこと。

５.教科書
指定しない。

６.参考書
古典的著作として，R.M.マッキーヴァー『コミュニティ』ミネルヴァ書房，1975．授業を概観できるものとして，蓮見音彦編
『講座社会学３村落と地域』東京大学出版会，2008．似田貝香門監修『地域社会学講座１地域社会学の視座と方法』東信堂，
2006．野村慎司編，2006，
『リーディングス ネットワーク論―家族・コミュニティ・社会関係資本』勁草書房．岩崎信彦ほか編
『町内会の研究』御茶の水書房，1989．ほか適宜紹介する。

７.成績評価の方法
期末課題 80％，小課題 20％

８.その他
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ジェンダー論

福永

玄弥

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)GDR111J

１.授業の概要・到達目標
〈性〉は、大学の授業であらためて学ぶ必要もない、
「自然」や「本能」の領域に位置づけられる現象のように思えるかもしれ
ません。しかし〈性〉をめぐる現象の考察に取り組んできたフェミニズムやクィア・スタディーズと呼ばれる学術研究は、これ
までの世界のあり方や「常識的」な物の考え方を大きく変えるほどの力強さを内包し、現実に社会に変化をもたらしました。
本授業では、恋愛やセックス、家族、ケアワーク、ポルノ、BL、
「炎上」
、性（と）教育、
「LGBT」
、
「慰安婦」問題など、
〈性〉に
関する多岐にわたるテーマを扱います。その際に歴史を参照すること、すなわちこれらの問題に取り組んできた社会運動や学
術研究の歴史をふり返ることにより、
〈性〉に関する幅広い知識や考え方の習得を目指します。そしてジェンダーやセクシュア
リティをめぐる知がどのような地平を切り開いてきたか、あるいは社会運動がどのような問題に取り組み成果をあげてきたか
／こられなかったかを考えます。
ジェンダー・セクシュアリティをめぐる多岐にわたる問題群について広範囲におよぶ知識を習得すること。その上で自分の問
題を言語化し、それを考え直すための視座の獲得を目指します。また、社会運動の歴史を学ぶことで、現在の日本社会を相対
的に考える力を身につけます。

２.授業内容
第１週 （ガイダンス）大学でフェミニズムを学ぶということ
第２週 「恋愛」の誕生、近代家族の成立と終焉
第３週 ケアの社会化と当事者主権
第４週 生殖をめぐる政治：人工妊娠中絶と新しい生殖補助技術
第５週 表象の政治①フェミニズムとポルノグラフィ
第６週 表象の政治②「炎上」とダイバーシティ
第７週 カミングアウト／クローゼット
第８週 越境する／しない身体
第９週 「LGBT フレンドリーな東京」へようこそ
第 10 週 〈男らしさ〉を学び捨てる
第 11 週 〈性〉と教育
第 12 週 「慰安婦」問題①：あるハルモニの物語
第 13 週 「慰安婦」問題②：
「継続する不正義の構造」への挑戦
第 14 週 フェミニズムの思想
＊講義内容は変更となる場合があります。授業やオーメイジで確認すること。

３.履修上の注意
・この授業は講義です。配布したレジュメをよく読み、積極的にメモを取ることを勧めます。
・授業中は私語を慎んでください。
・提出物がある場合、期限後の提出は認めません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業後に理解をはかるためのリアクション・ペーパーに答えてもらいます。また、期末レポートでは授業の内容を踏まえた問
題を出すため、配布したレジュメをよく読んで復習しておくこと。

５.教科書
なし

６.参考書
森山至貴『LGBT を読みとく：クィア・スタディーズ入門』
（筑摩書房、2017 年）
小熊英二『決定版 日本という国』
（新曜社、2018 年）
竹村和子『フェミニズム』
（岩波書店、2000 年）
その他授業中に適宜提示します。

７.成績評価の方法
平常点（授業後のリアクション・ペーパー）30％、期末レポート 70％

８.その他
授業後のリアクション・ペーパーでは、授業の内容に関する質問や感想を記入してもらいます。また、ジェンダーやセクシュ
アリティに関する問題であれば「私的（プライベート）な」質問や疑問も歓迎します。寄せられたコメントの一部に対しては、
プライバシーを保護し（匿名化し）
、次回の授業冒頭でフィードバックします。
授業のお知らせは Oh-o! Meiji で配信します。定期的に確認してください（お知らせをメールで受け取る転送サービスも適宜
利用してください）
。
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市民社会と法Ⅰ

武田

政明

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAW161J

１.授業の概要・到達目標
市民の生活において，最も関わりが深い法は，その名が表している通り市民に関する法，すなわち民法という名称の法律で
ある。全ての人は，生まれてから死ぬまで家族および社会生活で常に民法という法の適用を受けて暮らしている。本講義は，
この市民生活の基本法である民法の成立過程，基本理念，各編ごとの主たる内容，および市民生活に大きく関わる民法の特別
法について解説する。
法律を全く学んだことのない者が，現行民法の根本的問題点を法における正義の観点から発見し，理解することを目標とす
る。

２.授業内容
第１回：市民に関する法を学ぶことによって学べること
第２回：民法と社会
第３回：法における正義の実現と行為規範
第４回：現行民法典の改正経緯
第５回：民法典制定史（1） 明治 11 年民法草案まで
第６回：民法典制定史（2） 旧民法典成立と法典論争
第７回：民法典制定史（3） 明治民法典の成立
第８回：民法の基本原理（1） 私的自治の原則（1） 成立過程
第９回：民法の基本原理（2） 私的自治の原則（2） 具体的内容
第 10 回：現代社会と私的自治の原則の修正
第 11 回：権利の主体
第 12 回：権利能力
第 13 回：意思能力 行為能力
第 14 回：制限行為能力者 未成年者

３.履修上の注意
講義の内容を，ただ単に聞き覚えるだけでなく，市民に関する法が，現代社会において実際に生活をしている人達に対して，
真に納得する妥当な結論を導き出し得ているか等，批判の精神をもって自問自答しながら理解することが求められる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習は，毎回の授業において，次回で講義する項目，考えておくべき事柄を述べるので，その内容について調べておくこと
である。復習は，毎回の講義内容を記したノート，教科書，参考書を読み返して，理解を確実なものにすることである。

５.教科書
使用しない

６.参考書
『ワンステップ民法』宮本健蔵編著（嵯峨野書院）２０２２年

７.成績評価の方法
小論文形式の学期末試験によって評価する（比率 100 パーセント）
。

８.その他
市民社会と法Ⅰのみの履修を可とする。法律について全くの初学者であっても教科書に頼ることなく十分に理解できる講義を
する。教科書は，何回か受講した後に，各自の学習方針，自ら設定した学習レベル等に応じて，参照することを勧める。学期末
の試験は，毎回の授業に出席してノートをとっているならば，特段の準備をする必要のない内容の問題を出題する。
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市民社会と法Ⅱ

武田

政明

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAW161J

１.授業の概要・到達目標
市民が家族および社会生活をおくる上で最も深い関わりを有している民法およびその特別法のうちから，重要事項を定めて
いる規定を選んで，制定理由，実際の解釈・適用上の問題点，必要とされる改正内容等について講義する。
本講義は，現在および将来の市民生活に関わる重要規定について，正確な法的知識の獲得を目標とする。

２.授業内容
第１回：制限行為能力者
第２回：契約の無効と取消し，原状回復義務
第３回：成年後見制度（１） 任意後見制度
第４回：成年後見制度（２） 成年後見
第５回：成年後見制度（３） 保佐
第６回：成年後見制度（４） 補助
第７回：成年後見制度（５） 成年後見登記制度
第８回：物権（１） 物権に属する権利
第９回：物権（２） 物権に共通する原則
第 10 回：物権と債権の比較
第 11 回：不動産に関する法律（１） 登記制度
第 12 回：不動産に関する法律（２） 登記の効力
第 13 回：動産に関する法律（１） 対抗要件 引渡し
第 14 回：動産に関する法律（２） 即時取得 盗品・遺失物の回復

３.履修上の注意
市民社会と法Ⅰで学んだ内容が，Ⅱで学ぶ内容を理解するために必要となるので，Ⅰを学んだ者のみが履修できることとす
る。
講義の内容をただ単に聞き覚えるだけでなく，法の適用による解決が，変動が激しい社会において実際に生活をしている人
達に対して，真に納得する妥当な結論を導き出し得ているか等，批判の精神をもって自ら検討しながら理解することが求めら
れる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習は，毎回の授業において，次回で講義する項目，考えておくべき事柄を述べるので，その内容について調べておくこと
である。復習は，毎回の講義内容を記したノート，教科書，参考書を読み返して，理解を確実なものにすることである。

５.教科書
使用しない。

６.参考書
『ワンステップ民法』宮本健蔵編著（嵯峨野書院）202２年

７.成績評価の方法
小論文形式の学期末試験によって評価する（比率 100 パーセント）
。

８.その他
市民社会と法Ⅱの履修にはⅠの履修が必要である。
法律について全くの初学者であっても教科書に頼ることなく十分に理解できる講義をする。参考書は，何回か受講した後に，
各自の学習方針，自ら設定した学習レベル等に応じて，参照することを勧める。
学期末の試験は，毎回の授業に出席してノートをとっているならば，特段の準備をする必要のない内容の問題を出題する。
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社会学Ａ

宮本

真也

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)SOC111J

１.授業の概要・到達目標
情報コミュニケーション学という学問は，社会と個人との関係性への視野が不可欠である。その点で社会学は，学生の個々
の関心やテーマに対して，適切な方法や概念，考え方を与えてくれるという意味で重要である。本講義ではこのことを踏まえ，
社会学の基礎を最新のテーマをもとに進めていきたい。
社会学の歴史を負うことよりも，この授業では「私たちの社会とはどのような社会なのか」という問いに対してさまざまな
角度から切り込みながら，副次的に社会学的な視点や考え方を深めることを目標とする。

２.授業内容
第１回：イントロダクション ―社会学Ａについて―
第２回：社会学の方法１
第３回：社会学の方法２
第４回：社会学の基礎概念１
第５回：社会学の基礎概念２
第６回：学歴社会の「学歴」は問題なのか？１
第７回：学歴社会の「学歴」は問題なのか？２
第８回： 都市の社会学１
第９回： 都市の社会学２
第 10 回： 犯罪の社会学１
第 11 回： 犯罪の社会学２
第 12 回：風俗・文化現象の解読１
第 13 回：風俗・文化現象の解読２
第 14 回：ミーイズム社会
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
講義中に言及される研究成果と，現代社会において日常的に経験したり，マスメディアを通じて知っている事実との関係を
それぞれに思い描きながら受講，そして理解しようとつとめること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
以下に示す教科書の該当する章を用いて予習，復習することがのぞましい。

５.教科書
長谷川公一，浜日出男など著

社会学 新版 （New Liberal Arts Selection）

有斐閣

６.参考書
西山哲郎ら編

科学化する日常の社会学

世界思想社

2013 年。

７.成績評価の方法
１
２

授業における平常点：20％
定期試験：合計 80％

コロナ禍においてオンライン授業を余儀なくされる場合には、以下のように変更する。
１
２

毎回の小課題：40％
各テーマについてのレポート：合計 60％

８.その他
特になし
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2019 年。

社会学Ｂ

宮本

真也

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)SOC111J

１.授業の概要・到達目標
「社会学Ｂ」の目標は「Ａ」とそれほど異ならないが，本来社会学が持っている社会批判の理論，社会診断としての言説とし
ての側面をより強く示してみたい。
「社会学Ａ」とは異なり，
「Ｂ」では社会学理論の主だったものものも紹介する。レベル的に
は基礎であることには変わりないが，
「Ｂ」のほうは部分的に抽象度が高い。
社会学の理論の歴史と「Ａ」の延長にある社会学の現代の潮流についての知見を深めることを目標とする。

２.授業内容
第１回：イントロダクション ―社会学Ｂについて―
第２回：近代社会とアノミー１
第３回：近代社会とアノミー２
第４回：身体の社会学１
第５回：身体の社会学２
第６回：情報メディアと社会１
第７回：情報メディアと社会２
第８回：差別・排除・いじめ１
第９回：差別・排除・いじめ２
第 10 回：格差社会を考える１
第 11 回：格差社会を考える２
第 12 回：社会の病理１
第 13 回：社会の病理２
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。

３.履修上の注意
講義中に言及される研究成果と，現代社会において日常的に経験したり，マスメディアを通じて知っている事実との関係を
それぞれに思い描きながら受講，そして理解しようとつとめること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
以下に示す教科書の該当する章を用いて予習，復習することがのぞましい。

５.教科書
長谷川公一，浜日出男など著

社会学 新版 （New Liberal Arts Selection）

有斐閣

６.参考書
西山哲郎ら編

科学化する日常の社会学

世界思想社

2013 年。

７.成績評価の方法
１
２

授業での平常点：20％
定期試験：合計 80％

コロナ禍においてオンライン授業を余儀なくされる場合には、以下のように変更する。
１
２

毎回の小課題：40％
各テーマについてのレポート：合計 60％

８.その他
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社会心理学Ａ〔Ｍ〕

脇本

竜太郎

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)PSY116J

１.授業の概要・到達目標
人間は，他者と密接に関わりあいながら生きている。社会心理学 A では，人間の社会的行動を個人内過程，対人関係，集団
の各レベルから理解する。前半は社会的認知，感情，態度，自己という主に個人内過程に関するトピックに焦点を当てる。後半
は，対人行動，対人関係，集団と個人，集団間関係といったメゾレベルからマクロレベルの話題について扱う。
到達目標は以下の 4 点である。
（1）人間の社会的情報の処理の特徴とその帰結について理解できる。
（2）自己の形成と維持の心的メカニズムについて理解できる。
（3）対人行動および対人関係の問題をミクロ，メゾ，マクロそれぞれの視点で理解できる。
（4）集団間葛藤とその解決方法を研究知見にもとづいて分析的に考えることができる。

２.授業内容
各回の講義題目は以下の通りである。
第１回 社会的認知
第２回 感情
第３回 態度と説得（1）
：態度の形成と維持
第４回 態度と説得（2）
：説得的コミュニケーション
第５回 自己の成り立ち（1）
：自己概念と自己認識に関わる動機
第６回 自己の成り立ち（2）
：比べる自己
第７回 援助行動
第８回 攻撃行動
第９回 対人関係（1）対人関係の親密化
第 10 回 対人関係（2）対人関係の維持と崩壊
第 11 回 受容と排斥
第 12 回 社会的アイデンティティ
第 13 回 集団間葛藤
第 14 回 集団間葛藤の解決に向けて
※すべての授業回を、メディア授業（オンデマンド型）により実施する。

３.履修上の注意
本講義は，オンデマンド型のメディア授業である。毎回講義動画を視聴し，課題を提出することが求められる。
講義内で心理学の研究を実施したり，オンラインで実施する研究への参加者を募ったりすることがある。
研究への参加は任意だが，報酬として成績への加点が伴うことがある。
研究に参加してその手続きを体験することは社会心理学研究の知見を批判的に検討するための重要な学びの機会となるので，
積極的に参加してほしい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回の講義の前に教科書を読んでいることを前提に講義を進める。

５.教科書
脇本竜太郎（編著）熊谷智博・竹橋洋毅・下田俊介（共著）
（2014）
．基礎からまなぶ社会心理学（ライブラリ 基礎からまなぶ
心理学 4）サイエンス社

６.参考書
講義中に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
課題提出 30% 定期試験 70％

８.その他
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社会心理学Ｂ〔Ｍ〕

脇本

竜太郎

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)PSY116J

１.授業の概要・到達目標
社会心理学 B では，人を幸福や自由から遠ざけてしまう不合理な行動について，個別の研究領域理の知見を紹介するととも
に，社会心理学領域のグランドセオリーの 1 つである存在脅威管理理論から読み解く。
到達目標は以下の 3 点である。
（1）存在脅威管理理論の視点から，複数の研究トピックを横断的に理解することができる
（2）ミクロレベルの動機が，マクロレべルではそれに反する結果を生じさせる過程が理解できる
（3）研究結果とそれに基づく議論を批判的に検討することができる

２.授業内容
各回の講義題目は以下の通りである。
第１回 存在脅威管理理論概説
第２回 なぜ人は自尊感情を求めるのか？
第３回 自尊感情希求の望ましくない帰結
第４回 ステレオタイプ・偏見・差別はなぜ生じるか
第５回 偏見と差別を文化的世界観防衛として捉える
第６回 なぜ一人になるのを恐れるのか？
第７回 関係性による象徴的防衛の光と闇
第８回 不公正な事態に人はどう対処するか
第９回 公正さを求めることの皮肉な影響
第 10 回 母性愛神話という幻想
第 11 回 母性愛神話はなぜ支持されてしまうのか
第 12 回 なぜ昔はよかったと思ってしまうのか？
第 13 回 ノスタルジアの機能
第 14 回 総括：存在脅威管理理論によりよく対処するために
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。
※すべての授業回を、メディア授業（オンデマンド型）により実施する。

３.履修上の注意
本講義は，オンデマンド型のメディア授業である。毎回講義動画を視聴し，課題を提出することが求められる。
講義内で心理学の研究を実施したり，オンラインで実施する研究への参加者を募ったりすることがある。
研究への参加は任意だが，報酬として成績への加点が伴うことがある。
研究に参加してその手続きを体験することは社会心理学研究の知見を批判的に検討するための重要な学びの機会となるので，
積極的に参加してほしい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回の講義の前に教科書を読んでいることを前提に講義を進める。

５.教科書
脇本竜太郎 （2019）. なぜ人は困った考えや行動にとらわれるのか？-存在脅威管理理論から読み解く人間と社会
レス

６.参考書
講義中に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
課題の提出 30% 定期試験 70％

８.その他
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ちとせプ

情報社会と経済

山内

勇

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)ECN111J

１.授業の概要・到達目標
情報社会とは何か，情報化は社会にどのようなインパクトを与えているのか，そして，今後情報社会はどう変化していくべ
きか，こうした問いに対する答えを考えていくことがこの授業の目的である。
授業では，ビジネスにおける情報技術の活用状況，情報化がもたらす雇用や所得格差への影響，情報化を通じた社会的課題
の解決の可能性等について，特に経済学的な観点から解説していく。その際，情報技術そのものの基本的な仕組みを理解して
おくことも重要である。
この授業における到達目標は，学術的な考え方・分析手法を理解した上で，情報化社会と経済の関係について，そのメカニ
ズムやそれが抱える課題について，自分なりの考えをまとめられるようになることである。

２.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

イントロダクション：情報化社会の定義と見方
デジタル化
AI・機械学習
経済学による情報化社会の見方（効率性）
経済学による情報化社会の見方（余剰）
情報化社会における付加価値
情報化社会における余剰
外部性
知的財産
付加価値の分配
シェアリング
プラットフォーマー
情報化と雇用
情報化社会とビジネスモデルの将来

３.履修上の注意
授業時間中に簡単な課題を課すことがある。
なお，履修者の理解度や希望等に応じて内容を変更する可能性がある。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：授業で扱う内容について，参考書等から事前に予備知識を得ておくこと。
復習：授業中に解説した内容・課題を自分の言葉で説明できるようにしておくこと。

５.教科書
指定しない（毎回資料を配布する）
。

６.参考書
篠崎彰彦『インフォメーション・エコノミー』ＮＴＴ出版, 2014 年
総務省『令和 3 年版 情報通信白書』2021 年
アンドリュー・マカフィー、エリック・ブリニョルフソン (著), 村井 章子 (訳)『プラットフォームの経済学 機械は人と企
業の未来をどう変える?』日経 BP，2018 年

７.成績評価の方法
定期試験 80%，授業中の課題 20%
※別途，授業への貢献（発言等）に対して加点することがある。

８.その他
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情報倫理〔Ｍ〕

今村

哲也

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)PHL126J

１.授業の概要・到達目標
授業概要：情報ネットワーク社会という匿名性の高い社会において，いかに互いの信頼を確立し，有意義な人間関係を築いて
ゆけるのかについて学ぶ。仮想巨大都市とも言うべきインターネットにおける都市生活者としての知恵として，すでに法制度
として確立しているルールについても言及しながら，創造的知的活動の所産への尊重，コミュニティにおけるネットワーク利
用ポリシーの尊重など，情報社会におけるコミュニティのルールやモラルについて学ぶ。
到達目標：上記の領域に関して，基本的な知識を修得し，かつ，基本的な情報倫理に関する問題において，その知識を用いなが
ら妥当な解決又はその方向性を導き出すことができるようになることが目標である。
なお，予習として指定した教科書や映像資料の該当箇所を事前に読了・視聴することを求める。予習には 90 分程度かかると想
定される。

２.授業内容
この講義はすべてオンデマンド型（収録動画配信型）で行う。
第１回 イントロダクション、授業全体の概要説明
第２回 【情報社会と倫理（1）】情報技術の社会的インパクト，情報社会における個人・企業・社会の倫理
第３回 【情報社会と倫理（2）】前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第４回 【個人と組織の情報倫理（1）
】情報倫理のフレームワーク，技術倫理
第５回 【個人と組織の情報倫理（2）
】前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第６回 【個人と組織の情報倫理（3）
】企業情報化の進展と倫理，企業倫理と個人情報保護
第７回 【個人と組織の情報倫理（4）
】前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第８回 【よりよい情報社会の設計（1）
】IT ガバナンスと情報倫理，情報倫理の実践
第９回 【よりよい情報社会の設計（2）
】前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第 10 回 【情報に関する法を学ぶ（1）
】技術による情報倫理の実現，情報技術の進展と法の整備
第 11 回 【情報に関する法を学ぶ（2）
】前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第 12 回 【情報に関する法を学ぶ（3）
】肖像権，プライバシー，著作権法
第 13 回 【情報に関する法を学ぶ（4）
】前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第 14 回 【全体の復習とまとめ】

３.履修上の注意
この授業はメディア授業科目として開講される。授業はすべて，講義動画を Oh-o! Meiji システムを通じて配信するオンデマ
ンド型で行う。講義動画は原則毎週水曜日に Oh-o! Meiji システムを通じて配信し，授業動画は当該学期中の視聴を可能とす
る。なお，毎回の講義動画に対して，小テストを実施し，出席確認及び理解度確認を行う。また，Oh-o! Meiji クラスウェブの
ディスカッション機能を活用し，意見交換の場を設ける。教員への質問・相談窓口として，専用メールアドレスを履修者に通
知する（ただし、授業の内容に関する質問は、ディスカッション機能で行うこと）
。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として指定した資料を事前に目を通すこと、復習として小テスト等の課題を解くことを求める。予習・復習には 90 分程度
かかると想定される。

５.教科書
必要な資料は電子データで配布する。

６.参考書
授業の内容は、
「情報倫理：インターネット時代の人と組織」
，村田潔編，有斐閣（2004 年）を基礎に作成しているが、中古で
しか入手困難なので、無理して購入しなくてよい。その他の参照資料は授業で適宜指示する。

７.成績評価の方法
毎回の授業における小テスト 100％。特段の事情のない限り，14 回の授業のうち 4 回以上の欠席・未受講がある場合，単位を
付与しない。課題の未提出は未受講とみなす。
※対面形式での試験は行わない。

８.その他
クラスウェブのディスカッションを機能を活用し，講師および学生同士の意見交換の場を設ける。また、履修者が提出した小
テストやレポートの内容を共有し，意見や考えを共有する。積極的に参加することが期待される。
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政治学

川島

高峰

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)POL111J

１.授業の概要・到達目標
日本も世界も大きな転換点に立たされています。若者にとって現代の日本は誰が君たちの老後を養うのか？，という次世代
の将来性について極めて深刻な事態に陥っています。人口減少社会という現実を前にしているのに，政治・経済・社会を支配
するシステムは未だに古い昭和モデル（冷戦型，高度経済成長型，人口増大型，民間活力型）の価値観によって支配されてきま
した。ここに「平成の失われた 30 年」という言葉の由縁があります。
日本政治では自由民主党がこの昭和モデルで日本国を牽引してきました。安倍政治は昭和モデルの極みで，菅政権は政治的
にはいくばくかその脱却を試みましたが，政策的な相違に乏しく短命に終わり，岸田政権に至り、ようやく明確に「新しい資
本主義」を標榜し、転換を図ろうとしており、昭和モデルを「古い資本主義」と暗に距離をおいています。
世界は国連の持続可能な開発目標（SDGs; Sustainable Development Goals，2015 年国連総会決議）の完成年度が 2030 年と
されており、2030 年に向けて様々な目標が国際社会で共有されています（脱炭素社会など）
。
政治学の授業ではこのような時事的な問題の理解を深めるために，次の三つの部門から講義を構成します。
第一部 政治学原論／政治哲学編 ここではまず政治学とは何かについて理解をしてもらいます。そして，普遍的なこと，
つまり，国や民族といった文化の相違や歴史を超えて共通する政治学の基本概念と理念について話をします。基本概念とは政
治・国家（共同体）
・権力（支配）
・正当性の四つで，基本理念とは自由・平等・権利（人権）
・民主主義・平和です。古代から
前近代までの様々な思想家，哲学者の議論から現代をとらえる眼を養ってみましょう。
第二部 イデオロギーの相違や政治文化の相違について，これを右と左・保守と革新・伝統と近代・欧米と非欧米といった
観点から話をします。
第三部では，日本政治に焦点を据えて，日本的な特徴とは何かについてを日本はどうして今のような状況になったのか？と
いう観点から国民統合の価値，
，グローバル・システム，国内の政治経済システムの 3 つから敗戦前後，冷戦崩壊前後の二つの
時代に分けて説明をします。
到達目標は，昨今，課題先進国，あるいは衰退途上国と呼ばれる現代の日本の政治課題とは何かを考えることができるよう
になることです。

２.授業内容
第一部 政治学の基本概念と基本理念
第１回 政治とは何か／政治学とは何か 神為，自然，人為。例外的状況と友敵関係，共同体と戦争と平和
第２回 権力と正当性・統合理念と運営理念，民主主義とは何か
第３回 自由とは何か 共和主義・自由主義・資本主義の諸系譜 神からの，権力からの自由と自己決定権
第４回 平等とは何か 共産主義・社会主義・社会民主主義の系譜
第二部 イデオロギーと欧米／非欧米，伝統／近代
第５回 国家とは何か？，近代とは何か？
第６回 国家と民主主義 社会契約論の様々と共産主義
第７回 保守と革新，右と左，自由と平等
第８回 非欧米圏にとっての国家と民主主義 欧米化／近代化
第９回 冷戦崩壊後の民主主義 自由民主主義型と社会主義市場経済型
第三部 日本政治とは
第 10 回 天皇制国家の思想と心理，敗戦前後の国民統合再編
第 11 回 戦後日本の政治体制の基本条件 天皇制・日本国憲法・日米安保・高度国防国家から高度成長国家へ
第 12 回 終焉の時代と平成の失われた 30 年 昭和終焉・バブル崩壊・冷戦崩壊／冷戦鎖国と成長神話
第 13 回 政治意識と政治的関心，拡大する無党派と諸権威失墜（オウム・阪神淡路大震災・911・311）
第 14 回 日本型モデルの崩壊とポプュリズムの時代 課題先進国／衰退途上国の日本 パンデミックと民主主義

３.履修上の注意
レジュメの配布しますが，レジュメというのは講義理解の補足なので，きちんと出席し，一生懸命に話を聴いてノートをと
ってください。授業によってはレジュメを読んできたことが前提で話が進められることもあります（その場合は，その旨，事
前に通知します。授業開始前までにコメント提出を求めるレポート方式になることもあります）
。暗記モノの授業ではありませ
ん。記憶モノです。心に響くから考えるのです。考え方というよりも，
「考え方の」考え方をたくさん教える講義です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
講義で示した資料はインターネッ上で公開されているものもあるので，予復習に活用してみてください。また，関連しそう
な様々なインターネット上の言説も参考になるでしょう。youtube 等では，その人の願望を歴史にしているような説明をしてい
るものが沢山あるので，講義と比較すると，とても良い参考になると思います。なお，wikipedia はかなり精度が高いです。誤
りがあっても，すぐに次々と様々な読み手により訂正されていきますからね。

５.教科書
単独の教科書などにより解決できるような問題ではありません。資料は配布することがあります。必要な文献は適宜示しま
す。

６.参考書
授業時に提示することが多いです（オンラインも含めて）
。

７.成績評価の方法
レポート 60％，期末試験もしくは期末レポート（対面実施ができない場合）40％で評価します。

８.その他
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組織論

竹中

克久

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)SOC111J

１.授業の概要・到達目標
現代社会を読み解くにあたって，企業・病院・大学などの多くの組織やそれに関わる人間について総合的に理解することは
非常に重要なことである。本講義では，組織を人々の間で行われるコミュニケーションの総体としてとらえ，現代社会におけ
る組織の諸問題について学ぶ。主として，社会学の立場から組織を考えるが，経営学や心理学の知見も取り入れて講義を進め
ていく。また，現代の組織にまつわるトピックについても解説してゆく。本講義によって，
「組織をいかにマネジメントするか」
という観点ではなく，そもそも「組織とは何か」という根源的な理解を得ることを目標とする。

２.授業内容
第１回 a のみ イントロダクション：組織論とは何か
第２回 組織論の学説史１：なぜ組織は生まれたのか？
第３回 組織論の学説史２：公式組織（官僚制）と非公式組織（インフォーマル・グループ）
第４回 組織論の学説史３：組織と個人について
第５回 組織とコミュニケーション：組織が先か，コミュニケーションが先か？
第６回 組織目的論：なぜ目的が共有されるのか
第７回 組織戦略論：企業はどのように商品開発を行うか
第８回 組織構造論：組織の中でコミュニケーションはどのように連結されているか
第９回 組織文化論：組織の中の見えない力
第 10 回 組織シンボリズム・組織美学：組織の中のシンボルはいかなる役割を果たしているか
第 11 回 現代組織の諸問題１：派遣労働問題
第 12 回 現代組織の諸問題２：日本の若者と企業
第 13 回 現代組織の諸問題３：企業組織とセーフティネット
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。

３.履修上の注意
現代の組織について何らかの興味を持っている学生が好ましい。また，社会問題などに敏感になっている学生も歓迎する。
本科目は，３，４年次配当の「組織と情報」とも関連する内容になっている。１年次でも履修はできるが，
「社会学」
「経営学」
の知識が前提になるため，先にそれらの科目を履修することが望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
講義の冒頭で，前回の復習を簡単に行うが，それ以外に，事前に配布された資料を精読して講義に望むこと。

５.教科書
教科書は使用しない。毎回プリントを配布する。

６.参考書
講義中に指示するが，以下のものは参考文献としてあげておく。
「制度と文化」
，佐藤郁哉・山田真茂留，日本経済新聞社
「経営組織」
，金井壽宏，日経文庫
「組織の理論社会学」
，竹中克久，文眞堂

７.成績評価の方法
定期試験 50％，講義中に行うディスカッションペーパー50％

８.その他
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犯罪と法Ⅰ

阿部

力也

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAW151J

１.授業の概要・到達目標
犯罪と刑罰に関する「法規」の基本的事項の整理・検討・考察を授業の目的とする。
「社会」と「個人」
，あるいは「個人」と「個人」とのむすびつきは様々な形で現れると解されるが，反価値的に捉えられる
現れ方（マイナスのイメージ）の一つが「犯罪」ということになろうか。報道等をつうじて，いろいろな形で知り得るであろう
し，実際に被害に遭うかもしれないし，自身が行ってしまうかもしれない犯罪。しかし，犯罪は「現象」それ自体として取り上
げても，法的には意味をなさない。法的に理解される犯罪とは，各刑罰法規に規定される「違法行為」として確認されるものに
かぎられる（殺人罪、窃盗罪、放火罪など）
。その違法行為を否定する作用を持つのが「刑罰」である。つまり，刑罰を科され
る犯罪とは，刑罰を科されるに値する行為であり，その行為は法的に規定されているということである（たとえば刑法第 199 条
は「人を殺した者は，死刑，無期，または 5 年以上の有期懲役の刑に処する」と規定されている）
。それを前提とすると，違法
な行為をカタログ的に規定し，それに対応する刑罰を規定しているのが「刑法」ということになるわけである。授業において
は，犯罪をあくまでも法的に考察することに主眼が置かれ，刑法を解釈した結果としての犯罪を検討することになる。
この授業は，犯罪と法Ⅱ，現代型犯罪と刑法Ⅰ，Ⅱとの関連でいえば，各科目の序論的性格を持つこととなる。それゆえ，基
本的な事項の考察が重要になるといえるので，できるだけ分かり易い事例を取り上げながら（場合によっては有名な事件。た
とえば電車内乗客襲撃事件など）
，受講生のみなさんに，少しでも「刑法」という法律に興味・関心を持ってもらうことが，こ
の授業の到達目標ということになる。

２.授業内容
第１回 授業の目的とスケジュールの確認。
：テーマとしては，刑法の意義と刑法解釈学について検討する。
第２回 刑法の目的について考える（１）
：社会秩序を維持するために必要とされる法規，社会統制の一つの手段としての刑法
の性格付け。いろいろな考え方が主張されているので，じっくり考えていくべき問題領域である。
第３回 刑法の目的について考える（２）
：社会秩序の維持を目指すと考えられる刑法の目的については，また違った角度から
の捉え方が主張されている。通説的な見解と有力な反対説を対比的に取り上げてみたい。
第４回 犯罪の意義について考える（１）
：犯罪を法的な枠組みの中で検討していくことを確認する。具体例を挙げて，ある反
社会的な行為が「犯罪」として把握される意味を検討することになる。
第５回 犯罪の意義について考える（２）
：可罰的な行為としての犯罪を検討する。
第６回 刑法の基本原則について押さえる（１）
：
「現代刑法」を支える重要な考え方を検討する。
この回は，罪刑法定主義を取り上げる。
第７回 刑法の基本原則について押さえる（２）
：この回は，責任主義，謙抑主義について検討する。
第８回 刑法学説史について見る。
：古典学派と近代学派の主要な対立点を概説する。
第９回 「犯罪論体系」とよばれる「犯罪の成立要件」の組み立て方を考える。
：ここでは，さまざまな犯罪に共通する成立要
件を検討する。
第 10 回 構成要件について検討する。
第 11 回 違法性，有責性という犯罪成立要件を検討する。
第 12 回 刑罰の意義と種類。
：犯罪に対応する刑罰の意義，種類，役割ないし機能を検討する。
第 13 回 犯罪と法を考えるうえでの重要問題（１）
；現代的な犯罪と古典的な犯罪という区別について考えてみよう！
第 14 回 犯罪と法を考えるうえでの重要問題（２）
；死刑について考えてみよう！
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
「社会事象」の一つとしての犯罪を法的に把握することが主眼に置かれるので，法的な思考を学んで欲しい。教科書，授業で
挙げることになる参考文献を繰り返し読んでもらいたい。なお，犯罪と法Ⅱの前提科目のため，Ⅱを履修する予定である場合
には，この犯罪と法Ⅰをかならず履修すること。
できれば六法（条文）を参照しながら，教科書および授業で指示する参考文献を繰り返し読んで欲しい。専門的な法律家に
なる勉強だけが法律の勉強ではない。現代社会において教養ある市民として生活するために，
「ものの見方」の１つとしての法
的思考を学んでもらいたいと思っている（とくにその重要性はみなさんも「裁判員」になる可能性があることからも明瞭！）
。
なお，この科目も大学全体の「活動制限指針」に従い対面授業を原則とするが，指針の「レベル」に変更があった場合にはシ
ラバスの補足によって対応するので，履修者の皆さんは，適宜 Oh-o!Meiji のクラスウェブを参照して欲しい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
【準備学習の内容】
各回ごとに教科書の該当項目・ページについて，授業前に目を通しておいて欲しい。
【復習すべき内容】
授業で取り扱われた基本・重要事項をふり返って，その意義・内容を正確に理解できるようにしておいて欲しい。

５.教科書
阿部力也『刑法総論講義案』
（成文堂）を使用する。

６.参考書
より深く勉強したい方はには，
『判例百選』
（有斐閣）などの判例の解説書がおすすめである。その他，各テーマに関係するも
のは，授業のなかで随時指示したい。

７.成績評価の方法
「社会事象」の一つとしての犯罪を法的に把握することが主眼に置かれるので，法的な思考を学んで欲しい。教科書，授業で
挙げることになる参考文献を繰り返し読んでもらいたい。なお，犯罪と法Ⅱの前提科目のため，Ⅱを履修する予定である場合
には，この犯罪と法Ⅰをかならず履修すること。
できれば六法（条文）を参照しながら，教科書および授業で指示する参考文献を繰り返し読んで欲しい。専門的な法律家に
なる勉強だけが法律の勉強ではない。現代社会において教養ある市民として生活するために，
「ものの見方」の１つとしての法
的思考を学んでもらいたいと思っている（とくにその重要性はみなさんも「裁判員」になる可能性があることからも明瞭！）
。
なお，この科目も大学全体の「活動制限指針」に従い対面授業を原則とするが，指針の「レベル」に変更があった場合にはシ
ラバスの補足によって対応するので，履修者の皆さんは，適宜 Oh-o!Meiji のクラスウェブを参照して欲しい。

８.その他
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犯罪と法Ⅱ

阿部

力也

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAW151J

１.授業の概要・到達目標
犯罪と法Ⅰでの知見をふまえて，
「犯罪論」の分析・検討をおこなうことが授業の目的となる。具体的な内容としては，犯罪
論体系を概括的に説明したうえで，体系上の順序，すなわち＜1＞構成要件，＜2＞違法性，＜3＞有責性の順序に従い，検討を
すすめることになる。
現代的な特徴を示す犯罪事象に対応するために犯罪論（ないしその体系）はどのような役割を果たすべきか，このことに一
定の回答を与えるためには，犯罪論の意義ないし機能を的確に把握することが要請される。犯罪と法 II では，犯罪と法 I で得
られた基礎的知識を前提としつつ，犯罪論にかかわる解釈論上の諸問題を取り上げていく。
犯罪それ自体は，日頃から報道などをつうじて身近な問題として理解しやすいと思われるが，これを学問的に捉えるとすれ
ば，なかなか取っ付きにくい印象を抱くかもしれない。窃盗，傷害，殺人などなど，毎日のように取り上げられている。しか
し，これを「刑法」という学問領域のなかで検討するとすれば，
「何それ！」ということになってしまうだろう。そう思ってし
まう理由の一つが，刑法（とくに総論領域において）がもっている「理論的精緻さ」という側面である。犯罪と法 I でも展開
されてきたように，犯罪を法的に把握する場合，
「一定の要件」を充足したものだけが「刑罰」を科すに値する「犯罪」という
ことになるわけだが，どの犯罪にも共通する要件として理解されてきたのが，構成要件，違法性，有責性である。この要件の順
序が，通説的に理解される「犯罪論体系」ということになる。つまり，最初から刑法（そして刑法解釈学）は体系的なのであ
る。この体系的であることが理論的精緻さにつながっているわけである。しかし，この授業ではこのことを逆手にとってみた
い。＜1＞この三要件がなぜこの順序で定立されるのか，＜2＞それぞれの要件で検討される重要事項は何か，＜3＞それがなぜ
重要とされるのか，この三つの点を問題分析の前提とし，体系的であることに素直に従うことによって，体系的な刑法（とく
に総論領域）を理解することが，この授業の到達目標ということになる。

２.授業内容
第１回 授業の目的とスケジュールの確認。
テーマとしては，構成要件，違法性，有責性といった犯罪成立要件の意義を再確認する。
第２回 構成要件の意義ないし機能
第３回 犯罪的行為とは何か
第４回 因果関係（１）
第５回 因果関係（２）
第６回 故意と過失（１）
第７回 故意と過失（２）
第８回 作為と不作為
第９回 違法性論の課題（１）
第 10 回 違法性論の課題（２）
第 11 回 違法性論の課題（３）
第 12 回 責任論の諸問題（１）
第 13 回 責任論の諸問題（２）
第 14 回 総括として；基本・重要事項についてふり返る。
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
犯罪成立要件を一定の順序に従って検討することとなるので，とくに出席は取らないが毎回の出席が重要である。上述のと
おり，体系的な検討・考察が要請されているので，連続ないし継続的な受講が望まれるわけである。犯罪と法Ⅰとは連続する
ことになるので，Ⅰを修得しているか，もしくは履修中であることを原則とする。できれば六法（条文）を参照しながら，教科
書・参考書をしっかり読み込んで欲しい。
なお，この科目も大学全体の「活動制限指針」に従い対面授業を原則とするが，指針の「レベル」に変更があった場合にはシ
ラバスの補足によって対応するので，履修者の皆さんは，適宜 Oh-o!Meiji のクラスウェブを参照して欲しい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
【準備学習の内容】
授業前に，各回の予め指定されテーマについて講義案の該当部分を 1 回は（最低でも）目を通しておいて欲しい。
【復習すべき内容】
講義案に記載されている基本・重要事項について，授業終了後にすこしでも興味・関心を持てたテーマがあれば，その部分
の読み返して欲しい。すこしでも法律科目に興味・関心を持ち，
「法的思考」というものに馴染んでいただければ十分に授業の
目的は達成されたと思っている。

５.教科書
阿部力也『刑法総論講義案』
（成文堂）を使用する。

６.参考書
さらに深く勉強したい方には，
『判例百選』
（有斐閣）などの範例の解説書をおすすめする。その他，各テーマに関連するもの
は，授業のなかで随時指示したい。

７.成績評価の方法
定期試験（期間内試験）において 100％評価することを原則とするが、受講生の修得・学習状況を勘案し，場合により「小テ
スト（択一式）」あるいは「中間レポート」を提出させる場合もある。なお，その場合の評価割合は，定期試験 70%，小テスト・
レポート 30％とする。なお後者の場合には事前に告知し，十分に時間的余裕を設定したうえで実施する。なお定期試験におい
ては，基本的知識が整理されているか，法的思考を前提に論理的な展開がなされているか，などを評価のポイントとする。あ
くまでも基本中の基本を押さえて頂ければ十分であるし

８.その他
Ⅱの履修にはⅠの履修または修得が必要である。
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法学

清水

晶紀

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAW121J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
法学は，現代社会の諸課題を学際的に分析する情報コミュニケーション学部においても，法律という課題解決ツールのあり方
を考える上で，その物差しとして有用です。
そこで，本講義では，いくつかの映画を用いて法学の基礎的な知見を紐解いた上で，現代社会の重要課題である環境問題に焦
点を当て，環境問題解決に向けての法律・法学の役割を概観することにします。環境問題を素材に，現代社会の諸課題を法学
的に分析するスキルを身につけていきましょう。
【到達目標】
法学の全体像を概ね把握し，日常の新聞報道等を法学的視点で説明できるようになること。

２.授業内容
１．
（a のみ）イントロダクション－現代社会における法律・法学の役割
２．法学入門①－基礎法学：「インクレディブル・ファミリー」を観る
３．法学入門①－基礎法学：「インクレディブル・ファミリー」から考える
４．法学入門②－民事法学：「エリン・ブロコビッチ」を観る
５．法学入門②－民事法学：「エリン・ブロコビッチ」から考える
６．法学入門③－刑事法学：「39－刑法第 39 条」を観る
７．法学入門③－刑事法学：「39－刑法第 39 条」から考える
８．法学入門④－公法学：「笑の大学」を観る
９．法学入門④－公法学：「笑の大学」から考える
１０．環境問題と法学①：気候変動と基礎法学（世代間衡平）
１１．環境問題と法学②：景観破壊と民事法学（環境権）
１２．環境問題と法学③：不法投棄と刑事法学（排出者責任）
１３．環境問題と法学④：原発事故と公法学（予防原則）
１４．ゲストスピーカー講義
＊講義内容はシラバス執筆時点の予定であり，必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：下記参考書，ないし，その他の法学入門書の該当部分を読む。
復習：レジュメを熟読し，小テストで理解度を確認する。

５.教科書
特に指定しません。

６.参考書
池田真朗編『プレステップ法学（第 4 版）
』
（弘文堂・2020）
森田果『法学を学ぶのはなぜ』
（有斐閣・2020）
木村草太『キヨミズ准教授の法学入門』
（星海社新書・2012）
鶴田順他編『環境問題と法』
（法律文化社・2022）
上智大学環境法教授団編『ビジュアルテキスト環境法』
（有斐閣・2020）
その他，適宜指示します。

７.成績評価の方法
小テスト 10 点×8 回＝80 点（３・５・７・９・１０・１１・１２・１３回時）
。
平常点 20 点（ゲスト講義の感想・授業全体の感想）
。

８.その他
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マクロ経済学

島田

剛

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)ECN111J

１.授業の概要・到達目標
経済学を初めて学習する学生を対象に，経済学の基礎を講義する。次のような疑問を取り扱う。
― なぜ豊かな国と貧しい国が存在するのだろうか？
― 経済成長するにはどんなことが必要なのだろうか？
― 失業はどうしたら解決できるのだろうか？
― AI などの労働代替型の技術はどんな影響を与えるだろうか？
― 生産性をあげる社会はどんな社会だろう，何が切り捨てられるのだろうか？
こうした疑問を主に一国経済を対象としたマクロ経済学（GDP，失業率，インフレ率，等）の枠組みを使いながら考えていく。
前期のミクロ経済学で分析するのは経済の「ミクロの部分」
，つまり「小さな部分」である。例えば，個人や企業などがそれに
あたる。この後期に行うマクロ経済学はこうしたミクロの部分の分析をもとに，
「国単位」のマクロ（大きな）経済がどう動く
かを考える。マクロ経済学を履修する人は，前期のミクロ経済学もあわせて履修すると全体が理解できるようになる
（履修条件ではありません）
。
マクロ経済学の基礎を学ぶことを通じて，私たちの社会におけるさまざまな経済現象を解説する。これは経済学のみならず，
政治学など学問の枠組みを超えて学際的に学ぶためにも必要不可欠な知識や手法を提供するものである。
（到達目標）
・経済学（マクロ）の基礎の習得，中級レベルへの橋渡し
・この講義を通じ，経済に対する理解を深め，問題解決の方策を提示できるようになる

２.授業内容
第１回：イントロダクション － マクロ経済学とは何か
第２回：豊かさを測る一つの方法，GDP
第３回：GDP で測れるもの，測れないもの - 誕生日プレゼントにお金を渡しますか？
第４回：物価が 2 年間で 360 億倍になった国 - どうしてか，どうしたらいいのか。
第５回：インフレと失業
第６回：生産性が上がると経済成長するか？
第７回：生産性を考える： なぜ「寅さん」は分からなくなったのか？
第８回：スマホの経済学 & 衛星画像で見る経済成長
第９回：銀行の役割とは何か？＆新型コロナ下の世界経済
第 10 回：中央銀行と株式市場の役割
第 11 回：AI と雇用（1）
第 12 回：AI と雇用（2）
第 13 回：ネオリベとケインズ
第 14 回：a: グローバル危機，金融システム，世界経済，地球環境

３.履修上の注意
・ミクロ経済学を春学期に履修していることが望ましいが，履修していない場合には下の参考書を参照しながら学習すること。
・現実の経済に強い関心を持っていること。
・必ず復習をすること。経済学は積み上げなので，途中で分からない部分があると，その後も分からなくなります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
本講義は下の参考書をベースにしているので，必要に応じて参考書を参照すること。

５.教科書
特に定めない

６.参考書
このコースの多くはスティグリッツ「入門経済学第 4 版」
（東洋経済新報社）をベースにしています。教科書ではないですが，
読むことをお勧めします。スティグリッツはノーベル経済学賞を取った経済学者で，この教科書は世界中で最も読まれている
ものです。
なお，スティグリッツ先生は２年前に明治大学に来られセミナーをしていただきました。その際に島田ゼミで学生とも意見交
換をしました。大学の YouTube などにその際の動画が掲載されていますので参考にしてください。

７.成績評価の方法
試験 100％

８.その他
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ミクロ経済学

島田

剛

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)ECN111J

１.授業の概要・到達目標
経済学を初めて学習する学生を対象に，ミクロ経済学の基礎を講義する。どうして昨年，マスクとトイレットペーパーが買
えなくなったのか？どうして貧困などの格差ができるのだろうか？どうして気候変動や環境問題が生じるのだろうか？この講
義では，こうした疑問に「市場」に注目することにより解き明かしていく。特に，そこで人々がどのように考え，感じ，行動す
るのかを見ていく。
ミクロ経済学で分析するのは経済の「ミクロの部分」
，つまり「小さな部分」である。例えば，個人や企業などがそれにあた
る。後期に行うマクロ経済学はこうしたミクロの部分の分析をもとに，
「国単位」のマクロ（大きな）経済がどう動くかを考え
る。ミクロ経済学を履修する人は，マクロ経済学もあわせて履修すると全体が理解できるようになる。
（到達目標）
・経済学（ミクロ）の基礎の習得，中級レベルへの橋渡し
・この講義を通じ，経済に対する理解を深め，問題解決の方策を提示できるようになる

２.授業内容
第１回：イントロダクション － どうして昨年，マスクとトイレットペーパーが買えなくなったのか？
第２回：ヒト，モノ，カネの３つから市場から見る経済の世界
第３回：マスクの買い占めをやめさせるには？ - 経済を見るための５つの重要な視点（１）
第４回：お金で買えるもの，買えないもの - 経済を見るための５つの重要な視点（２）
第５回：人はどんな風に動くだろうか - 人の心と行動から見る経済の世界
第６回：経済を使ってトクをするには - 基本的競争モデル
第７回：体力がある子は学力が高い？ - 相関関係と因果関係
第８回：人生のチャンスと幸せとは - 機会集合，無差別曲線
第９回：ワクチンは国内で生産すべきか，それとも海外から買うべきか？ - 機会費用と比較優位
第 10 回： どうしてマスクの値段が高騰したのか - 需要と供給と価格の役割と
第 11 回： 水とダイヤモンド，どちらが大切ですか？ - 使用価値，交換価値
第 12 回： コーヒーカップから考える世界経済 - なぜ格差が生まれるのか
第 13 回：タバコに税金をかけるのは税収のため，それとも健康的な社会を作るため？- 弾力性
第 14 回：a 市場が失敗するとき - どうして貧しい国は豊かにならないのか

３.履修上の注意
・現実の経済に強い関心を持っていること。
・必ず復習をすること。経済学は積み上げなので，途中で分からない部分があると，その後も分からなくなります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
本講義は下の参考書をベースにしているので，必要に応じて参考書を参照すること。

５.教科書
特に定めない

６.参考書
このコースの多くはスティグリッツ「入門経済学第 4 版」
（東洋経済新報社）をベースにしています。教科書ではないですが，
読むことをお勧めします。スティグリッツはノーベル経済学賞を取った経済学者で，この教科書は世界中で最も読まれている
ものです。
なお，２年前にスティグリッツ先生に明治大学に来ていただきセミナーをしていただき、島田ゼミの学生とも意見交換をしま
した。大学の YouTube などに動画が掲載されていますので見てみてください。

７.成績評価の方法
試験 100％

８.その他
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メディア・リテラシー

佐幸

信介

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM161J

１.授業の概要・到達目標
メディア・リテラシーという考え方は，
「メディアやそこからもたらされる情報とどのように普段接するのか」という軸と，
「メディアを分析的に研究する」という軸との間の振幅のなかで成立している，実践的な考え方である。
また，メディアの多様化が進行している現在，これまでのマスメディアをモデルとしたメディア・リテラシーの枠組みも同
時に再考されなければならない。
この授業では，メディアのテクストの特徴やその表象が生産され消費される仕組みの理解をすることが最初の目標。第二に，
メディアに対して，自らの見解を表現として形にすることを到達目標とする。

２.授業内容
第１回ａ：イントロダクション（リテラシーという言葉）
ｂ：類似した２つの映像を見比べてみる
第２回：メディア・リテラシーが問われる学知的背景
第３回：メディアの概念とテクノロジー
第４回ａ：メディアとオーディエンス（映像）
ｂ：映像に関する概説と小レポート
第５回：メディアとオーディエンス・映像分析
第６回：メディアと現実の構成
第７回ａ：メディア・イベント（映像）
ｂ：映像に関する概説と小レポート
第８回：メディア・イベント・映像分析
第９回：ニュースのカテゴリーとその作られ方
第 10 回ａ：ニュース映像／サイトと言説（映像）
ｂ：映像の概説と小レポート
第 11 回：ニュース映像・サイト分析
第 12 回：メディアが禁止される世界（映像）
第 13 回：メディアと権力との関係
第 14 回ａ：試験
ｂ：講義全体のふりかえりと試験の概説

３.履修上の注意
最低３回の小レポートを書いてもらうが，レポートの様式については，第１回目のイントロダクションで説明する。授業のテ
ーマに関連した，さまざまなメディアへの接触を数多く経験することが必要。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回，リアクション・ペーパーには，メディア批評を書いてもらう予定。どのような対象（ＴＶ番組，新聞，ソーシャルメディ
ア等）の批評なのかは，講義のなかで指示する。講義のレポートに関連した資料や文献などをあらかじめ準備してもらう。具
体的には，授業のなかで説明する。授業内容と自らのレポートとを比べて，疑問点や不明な部分は，授業ですること。

５.教科書
特に定めない。

６.参考書
『テレビニュースの社会学』伊藤守編，世界思想社
『よくわかるメディア・スタディ』伊藤守編，ミネルヴァ書房
『マス・メディアのリアリティ』Ｎ・ルーマン，木鐸社

７.成績評価の方法
レポート（50％）
，授業への参加度（10％）
，試験（40％）

８.その他
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人文科学
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異文化理解

根橋

玲子

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM131J

１.授業の概要・到達目標
情報通信，交通手段の急速な進歩，また経済や政治の流れにともなう人々の移動などにより，異文化との出会いがかつでな
いほど増えている。またこれにより，文化背景の異なる人々とコミュニケーションを図る機会が飛躍的に増え，また異文化で
生活する人々も急増している。自分と似通ったバックグラウンドを持つ人々との間ですら，コミュニケーション上，様々な誤
解が生じるときがあるが，文化背景の異なる人々との間ではなおさらである。文化背景が異なる人々が出会うときに起こる，
理解と誤解のプロセスおよび文化変容を含む異文化理解・適応の基礎的な内容についてアクティブラーニングの手法を通して
体験的に学び，異文化への awareness を高めることを到達目標とする。
体験的な学びを通し,異文化コミュニケーションの基礎的な概念について学んでゆく。具体的には,文化・異文化コミュニケ
ーションとは何かという問いからスタートし,言語・非言語コミュニケーション,価値観,ステレオタイプ,カルチャーショック
といった内容を網羅する。「異文化理解」の授業では,「文化特定」もしくは「文化普遍」のアプローチがとられることが多い
が,本コースでは,トータルでは文化普遍を目指しながらも,教職（英語）科目であることを意識し,英語圏を意識した内容構成
とするとともに,授業内でも英語を多用する。例えば，言語コミュニケーションの回では，英語話者と日本語話者のコミュニケ
ーションスタイルの特徴，といった内容を扱う。体験的な学びとしては，毎回異なるメンバーでグループを作り，その中でト
ピックにまつわるアクティビティやディスカッションを行う。また，学期後半ではグループプロジェクト，グループによるプ
レゼンテーションを実施する。履修者には留学生も多いため，日本人学生・留学生双方にとって，グループプロジェクトは異
文化コミュニケーションの実践の機会にもなるだろう。

２.授業内容
第１回：イントロダクション（文化とは，異文化コミュニケーション・異文化理解とは）
第２回：文化とコミュニケーション，文化と自己・アイデンティティ
第３回：非言語コミュニケーション１：音調学・対物学・動作学・接触学
第４回：非言語コミュニケーション２：近接学・時間学・コンテクスト・文化による違い
第５回：言語コミュニケーションとコミュニケーションスタイル
第６回：価値観
第７回：ステレオタイプ
第８回：ステレオタイプとメディア：CM 分析
第９回：ステレオタイプと偏見
第 10 回：異文化適応：シミュレーション
第 11 回：異文化適応：カルチャーショック
第 12 回：グループプレゼンテーション１
第 13 回：グループプレゼンテーション２
第 14 回：授業のふりかえりとまとめ：なぜ異文化理解が必要なのか（再考）

３.履修上の注意
積極的な授業への参加が望まれる。自分の意見を積極的に発言すること。
授業では英語により概念を説明することもあるため，英語を多用する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業で扱った内容の振り返りをすること。特に，日常生活において，学習トピックがどのように関連しているかを日ごろか
ら観察する目を養いたい。気づいたことを次回以降の授業に反映させ，ディスカッションやリアクションペーパーに活かすこ
と。

５.教科書
なし。授業時にプリントを配布する。

６.参考書
異文化コミュニケーション・ワークブック，八代京子・樋口容視子・コミサロフ喜美・荒木晶子・山本志都（2001）三修社

７.成績評価の方法
グループアクティビティとリアクションペーパー
プレゼンテーション 30％
期末試験 40％

30％

８.その他
教職課程（英語）の必修科目であるため，英語や英語圏を意識した授業である。
本科目は２年生以上の履修が望ましい。

141

英語文学Ａ

渡邉

俊

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIT121J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
本科目では英語文学，すなわち英語で書かれた文学作品，とりわけ小説を主な題材として扱います。シェイクスピア，マー
ク・トウェイン，スコット・フィッツジェラルドにカズオ・イシグロまで，古典から比較的新しい小説まで幅広く取り上げる予
定です。また，本科目では小説作品に限らず，映画等のアダプテーション作品も扱います。個々の作品の背景となる社会問題
（人種・性・階級差別）や社会現象（流行文化・メディア表象）など多角的な視座から各作品についてアプローチし，文学を超
えた現代のメディア・コミュニケーションの在り方について考えるきっかけになればと考えています。
受講生の人数によりますが，本科目ではグループワーク，ディスカッション，プレゼンテーションの機会を設け，協力しな
がらテキストの抜粋を読み解き，積極的かつ自主的な課題への取り組みや意見表明が求められます。
【到達目標】
本科目の到達目標は以下の通りです。
- 名作と呼ばれる英語文学作品の内容を知識として獲得する
- 作品の周辺情報である歴史・文化・社会について主体的に調査し，グローバル化・多様化する社会について理解・関心を深
める
- 英語圏の社会・文化・歴史を学ぶことを通じ，日本社会への相対的な理解を深める
- 現代のメディア・コミュニケーションのあり方について自分なりの視座を持つ

２.授業内容
本科目ではイギリス・アメリカの文学や映画の名作を通史的に扱うのではなく，以下のようにいくつかのテーマに分けて講義
を行います。講義毎にディスカッションの他に内容確認のための小テストも実施します。
１．イントロダクション：本科目の目的と概要についての説明
２．ロマンスとは一体？（1）
：William Shakespeare's Romeo and Juliet から見る近代ロマンスの元型
３．ロマンスとは一体？（2）
：Scott Fitzgerald's The Great Gatsby から見るラブ・トライアングル
４．アメリカ植民地時代の黒歴史（1）
：映画 Sleepy Hollow から見るアメリカ独立革命
５．アメリカ植民地時代の黒歴史（2）
：映画 Sleepy Hollow から見る魔女狩り史
６．奴隷制度と人種差別（1）: Mark Twain's Adventures of Huckleberry Finn から見る南北戦争周辺史
７．奴隷制度と人種差別（2）: Adventures of Huckleberry Finn から見る再建時代のアメリカ
８．奴隷制度と人種差別（3）: Harriet Ann Jacobs' Incidents in the Life of a Slave Girl から見る奴隷体験記
９．世紀転換期と 20 世紀初頭アメリカ（1）
：Mark Twain's Pudd'nhead Wilson から見る民族主義の拡大
10．世紀転換期と 20 世紀初頭アメリカ（2）
：Scott Fitzgerald's "The Curious Case of Benjamin Button"から見る年齢意識
と優生学
11．監視社会と管理社会（1）: George Orwell's 1984 から見る監視社会とパラノイア
12．監視社会と管理社会（2）: Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go から見る生-政治と生-権力
13．監視社会と管理社会（3）: Fahrenheit 451 と禁書目録
14．監視社会と管理社会（4）: 映画 Truman Show から見るハイパーリアリティー
＊なお，以上の内容は現状での計画であり，受講生の人数，受講生の関心や理解度によって大幅に変更される場合もあります。

３.履修上の注意
PowerPoint を用いた講義を行いますが，授業時に表示される言語は小テスト含めて全て英語となります。ですが，使用言語
自体は日本語で行いますし，課題の回答は日英どちらでも構いませんのでご安心ください。
（なるべく講義前に予習用教材とし
て講義内容スライドのアウトラインを配布する予定です。
）
また，教職科目として履修予定の方は教職科目の参入手続き等間違わないよう注意して下さい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習に関しては，各回で扱う小説について出来れば原文で読んでおくことが望ましいです。しかし，時間の都合上難しいと
も思いますので，翻訳を読んだり，事前に作品の内容を調べたり，映画版を見たりするなど各自で工夫をしてみてください。
復習に関しても同様で，興味を持った作品ならば原文・翻訳問わず通しで読むようにしてください。この科目の単位取得に
限らず，教養として価値があるものだとお考えください。もちろん，配布資料やディスカッション履歴を再確認することも重
要です。

５.教科書
教科書は必要ありません。基本的に配布資料で授業を進めます。

６.参考書
授業で取り上げる小説の半分くらいは著作権が切れているので，オンラインで入手可能です。翻訳もたくさん出版されている
ので，必要な方は図書館や本屋で入手すると良いと思います。
その他の参考書としては以下のようなものを手に取ると良いかもしれません。
・鈴木 透『実験国家アメリカの履歴書―社会・文化・歴史にみる統合と多元化の軌跡』
・巽孝之『アメリカ文学史のキ-ワ-ド』
（講談社）
・巽孝之『アメリカ文学史 駆動する物語の時空間』
（慶應義塾出版会）
・巽孝之編『よくわかるアメリカ文化史』
（ミネルヴァ書房）
・諏訪部 浩一編『アメリカ文学入門』
（三修社）
・石塚久郎編『イギリス文学入門』
（三修社）
・杉野健太郎編『アメリカ文学と映画』
（三修社）
・柴田元幸『アメリカ文学のレッスン 』
（講談社現代新書）
・北澤裕『視覚とヴァーチャルな世界――コロンブスからポストヒューマンへ』
（世界思想社）
・北澤裕『眼差しの世界: 視覚社会学の展開』
（三和書籍）

７.成績評価の方法
・期末レポート：50％
・小テスト：25％
・ディスカッションや授業内課題の達成度：25％
*詳細については，初回時に説明する予定です。
*期末レポート未提出の場合，自動的に単位取得が不可能になります。

８.その他
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英語文学Ｂ

宮本

正治

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIT121J

１.授業の概要・到達目標
Peace Politics in Picture Books
You will read 3 enduringly popular American picture books. Lectures will give an in-depth examination of the artistic structure of each book and
its message about relationships between children, adults, and wild animals. Lectures will focus on the significance of animal characters in
stories for young children, especially the way animals are used to express ideas about peace. You will also learn the basic categories of analysis
for reading stories, which are Plot, Character, Narration, Metaphor, Contexts, and Ideas. PCNMC-I is a “toolbox” for reading any kind of story,
from the simplest picture book for children to the most complex novel for adult readers. In sum, this course is designed to introduce you to
three things: basic methods for analysis and interpretation of narratives, American beliefs about children’s education, and the peace politics
of picture books.
絵本の中の平和政治
不朽の人気を誇るアメリカの絵本 3 冊を読みます。講義では，それぞれの絵本の芸術的な構造や，子どもと大人，野生の動物との関係についてのメッセージにつ
いて，詳細に検討する。講義では，幼児向けの物語における動物の登場人物の意味，特に動物が平和についての考えを表現するためにどのように使われているか
に焦点を当てます。また，物語を読むための分析の基本的なカテゴリーである「プロット」
「キャラクター」
「ナレーション」
「比喩」
「文脈」
「アイデア」について
も学びます。PCNMC-I は，子供向けの簡単な絵本から大人向けの複雑な小説まで，あらゆる種類の物語を読むための「道具箱」です。まとめると，この講座では，
物語の分析と解釈のための基本的な方法，子どもの教育に対するアメリカの信念，絵本の平和政治の 3 つを紹介します。

２.授業内容
Every week there is a 60-minute bilingual PPT lecture. Each slide in English is followed by a translation of it in Japanese. I read the English
slide out loud, then let you silently read the translation. Whenever possible, the last 30 minutes of class will be used for Q&A in Japanese
about the lecture contents, and after that, for free conversation in English. Attendance is not required for the last 30 minutes of class. The
same method of teaching will be used whether classes are online （by Zoom） or face to face.
毎週 60 分のバイリンガル PPT 講義があります。英語のスライドの後に，日本語の翻訳がついてきます。私は英語のスライドを声に出して読み上げ，その後，皆さ
んに黙読してもらいます。可能な限り，授業の最後の 30 分は，講義内容について日本語で Q&A を行い，その後は英語での自由な会話を行います。授業の最後の 30
分は出席の必要はありません。授業はオンライン（Zoom による）でも対面でも同じ方法で行います。
1. Introduction
2. Maurice Sendak, Author & Illustrator
3. PCNMC-I in 『Mr. Rabbit and the Lovely Present』
4. The Art of Peace in 『Mr. Rabbit and the Lovely Present』
5. Plot, Character, & Metaphor in 『Blueberries for Sal』
6. The Peaceable Kingdom in 『Blueberries for Sal』
7. Bless the Beasts and the Children: Animals, Children, & Play
8. Explanation of Oral Exam
9. Oral Exam for Group A
10. Oral Exam for Group B
11. 『Chrysanthemum』: Feminist Alterations to the Princess Fairy Tale
12. Contexts for Reading 『Chrysanthemum』
13. Explanation of Final Paper on『Chrysanthemum』
14. Help with Final Paper （if necessary）

３.履修上の注意
1. PPT lectures are completely bilingual. Even if your English skills are poor, you should be able to grasp the main points of each lecture,
while getting an opportunity to improve listening skills.
2. I am a native speaker of American English. I do not have professional fluency in Japanese, but I speak well enough to explain the main points
of a lecture or handle questions from students in Japanese.
1. PPT の講義は完全バイリンガルです。英語が苦手な方でも，各講義の要点を把握しながら，リスニング力を向上させる機会を得ることができます。
2. 私はアメリカ英語のネイティブスピーカーです。日本語の専門的な流暢さはありませんが，講義の要点を説明したり，学生からの質問に日本語で対応できる程
度には十分に話しています。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Every class is just a window into learning more about a subject. You can supplement your learning in this class by reviewing and expanding your
personal knowledge of picture books in the following ways:
1. Visit bookstores and browse through the children’s picture books.
2. Re-read picture books from your childhood that you have saved.
3. Ask your grandparents or parents which books they remember reading to you.
4. Ask your family members and friends which picture books are their favorites.
5. Notice the types of goods for young children that are being sold in Japan. Notice the use of animals to promote the sale of goods that have
nothing to do with animals.
6. Gather up your important memories from childhood, good or bad, and jot them down in a notebook.
7. Look at drawings done by children, and compare them to paintings that hang in museums.
すべての授業は，あるテーマについて学ぶための窓に過ぎません。この授業では，次のような方法で絵本についての個人的な知識を復習したり，広げたりするこ
とで，この授業での学習を補うことができます。
1. 本屋さんに行って，子どもの絵本を見てみる。
2. 幼少期に保存しておいた絵本を再読する。
3. おじいちゃん，おばあちゃんに読んでもらった記憶のある絵本を聞いてみる。
4. 家族や友達に好きな絵本を聞いてみる。
5. 日本で販売されている幼児向けのグッズの種類に注目してみましょう。動物とは関係のない商品の販売促進のために，動物が使われていることに気づく。
6. 子どもの頃の大切な思い出を，良いことも悪いことも含めてノートに書き出す。
7. 子どもたちが描いた絵を見て，美術館に飾られている絵と比較してみる。

５.教科書
"The following 3 books are required reading, and must be purchased. You can get a used copy if you want to save a little money. For your
convenience, I include the link to Amazon Japan for each book. Order and obtain your copies as soon as possible, before the first class in
September.
以下の 3 冊は必読書であり，必ず購入する必要があります。少しでもお金を節約したい場合は，中古で手に入れることができます。参考までに，それぞれの本の
アマゾンジャパンへのリンクを貼っておきます。9 月の最初の授業までに，できるだけ早く注文して，コピーを手に入れましょう。
『Mr. Rabbit and the Lovely Present』by Charlotte Zolotow* *Not available in Kindle
『Blueberries for Sal』by Robert McCloskey* *Not available in Kindle
『Chrysanthemum』by Kevin Henkes

６.参考書
None

なし

７.成績評価の方法
40%
Oral Exam on『Blueberries for Sal』and 『Mr. Rabbit and the Lovely Present』. Each student will be asked several questions in English, and
must answer in English.
『Blueberries for Sal』と『Mr. Rabbit and the Lovely Present』の口頭試問です。英語でいくつかの質問が出題され，英語で答えなければなりません。
60%
Short Paper in English, 500 words, on an assigned topic about 『Chrysanthemum』, to be submitted during Final Exam period to the Oh-Meiji
class web. These papers cannot be returned, but you will be informed about the score your paper receives.
期末試験期間中に，
『Chrysanthemum』に関する課題について，英語で 500 語のショートペーパーを提出すること。提出された論文は返却できませんが，提出され
た論文の採点結果が通知されます。

８.その他
Other important points about Grades
成績についてのその他の重要なポイント:
1. If you do not provide proof of purchase for 3 textbooks, you cannot pass this course.
1. テキスト 3 冊分の購入証明を提出しないと合格できません。
2. You are responsible for understanding the meaning of “plagiarism.” Any act of plagiarism, however small (even one sentence) will result in
an “F” for the Final Paper.
2. 盗作の意味を理解する責任があります。どんなに小さな盗作であっても（たとえ一文であっても）
，ファイナルペーパーでは「F」の評価を受けることになりま
す。
3. If you cannot take the Oral Exam because of illness or a personal emergency, you can get a make-up oral exam, but your parents must send me an
email verifying that you were either too sick to attend class that day or had some other kind of emergency, and I must receive this email within
one week after the absence. Part-time jobs, club activities, job-hunting, and so forth do not count as excuses for a missed Oral Exam. The makeup Oral Exam will be based on 『Chrysanthemum』
．
3.病気や個人的な緊急事態のために口頭試 験を受けられない場合は，補講を受けることができますが，保護者の方は，その日の体調不良やその他の緊急事態があ
ったことを証明する E メールを私に送っていただき，その E メールを欠席後 1 週間以内に私に送らなければなりません。アルバイト，部活，就職活動などの理由
で口頭試問を欠席した場合は，言い訳にはなりません。口述試験の補習は『菊』を使用します。
4. Attendance is taken at the start of every lecture. Being late a few times on non-exam days will not hurt your grade for the course. But more
than 3 absences, or being late more than 5 times, could lower your final grade.
4. 出席はすべての講義の開始時に行われます。試験日以外の日に数回の遅刻をしても，コースの成績に影響はありません。しかし，3 回以上の欠席や 5 回以上の
遅刻は最終的な成績を下げる可能性があります。
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関口

裕昭

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIT131J

１.授業の概要・到達目標
「魅惑のドイツ文学―書物・宇宙・子供・ユダヤのテーマを中心に」
みなさんはドイツ文学と聞いて，何か難しそうなものだと想像していませんか。それは大間違いです。実は深く，現在の諸
問題ともつながった魅惑の世界が待っているのです。この講義では，４つのキーワードをもとに，ドイツ文学を中世から，現
代までをわかりやすく読み解き，紹介します。
「書物」については，
「紙の書物は生き残れるか」という問いを考えながら，グーテンベルクの活版印刷術から現在のメディ
について考察します。
「宇宙」については，ケプラーやゲーテ，ツェランの宇宙や星を扱った作品を読みながら，宇宙論の歴史
から最新の宇宙論までをわかりやすく紹介します。
「子供」のテーマからは，ゲーテやベンヤミンを手がかりに，幼年時代をい
かに表現するのかを考えます。そして，講義全体を通して，ハイネ，カフカ，ベンヤミン，ツェラン等のユダヤ系作家を重点的
に取り上げ，ユダヤ人問題についても多角度から考察します。
この 4 つのキーワードをもとに，現在の諸問題を読み解くヒントをドイツ文学に求め，歴史的に深く考察することが，本講
義の目標です。
(対面授業を予定していますが、やむをえずオンラインで行うに際し、内容を若干変更することがあります）

２.授業内容
第１回 a. イントロダクション
b. 書物の歴史①
第２回 a. 書物の歴史②
b. 中世の文学―ミンネザング，『ニーベルングの指輪』他
第３回 ゲーテ①―『若きウェルテルの悩み』
第４回 ゲーテ②―生涯と作品
第５回 ドイツ・ロマン派とドッペルゲンガー―ホフマン，シャミッソー，ジャン・パウルほか
第６回 グリム兄弟の生涯と仕事―『グリム童話集』を中心に
第７回 ハインリヒ・ハイネ
第８回 ドロステ・ヒュルスホフ―ドイツ最大の女流詩人
第９回 ウィーン世紀末の文学と芸術
第 10 回 フランツ・カフカ
第 11 回 ヴァルター・ベンヤミン『ベルリンの幼年時代』を読む
第 12 回 ドイツ文学と南洋の島々
第 13 回 世界文学の中のドイツ文学―多和田葉子とパウル・ツェラン
第 14 回 メディアと文学―フリードリヒ・キットラー
（扱う作品やテーマ，講義の順序は変更することがあります）

３.履修上の注意
講義中は私語・飲食は厳禁，またスマホなど電子機器の使用を一切認めません。ルールを破ると厳しく対処します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
以下の書物を扱いますので，前もって読んでおくと理解が一層深まります。
『ニーベルングの指輪』
ゲーテ 『若きウェルテルの悩み』
シャミッソー『影をなくした男』
グリム兄弟『グリム童話集』
ハイネ詩集
フランツ・カフカ『変身』
ヴァルター・ベンヤミン『ベルリンの幼年時代』
パウル・ツェラン詩集
多和田葉子の諸作品

５.教科書
毎回プリントを配布します。

６.参考書
そのつど授業で指示します。

７.成績評価の方法
授業への参加度 40%（４回以上の欠席は失格）
，学期末レポート 60％

８.その他
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八木

淳

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIT136J

１.授業の概要・到達目標
《授業の概要》
本講義では，西欧文学の中で恋愛はどのようなものとして考えられ，どのように表現されたかを，古代から現代までの主要作品の名
場面を読みながら探り，西洋の人たちにとって愛とは何かを考えます。恋愛は古今東西，文学の重要なテーマの一つです。ヨーロッパ
では，宗教や哲学思想や精神科学の影響を受けて，恋愛観が古代から現代まで複雑に変化しました。この講義では古代ギリシア，ロー
マという異教世界の文学から始め，中世のキリスト教世界の文学，ルネサンスの諸教混淆世界の文学を経て，精神科学の影響を受けた
現代文学までを扱います。また，作家たちは恋愛感情や心理を読者に伝えるため，各時代に即した表現方法を生み出しました。授業で
は時代ごとに有名な作家の作品を取り上げ，時代背景を説明しながらこれらを検討します。
《到達目標》
本講義では以下の能力・知識を身につけることを目指します。
１．ヨーロッパの文学にはどのようなジャンルがあるか，どのような作家がいて，どのような作品があるか理解し，説明できる。
２．ヨーロッパ文学の古代から現代までの流れを理解し，説明できる。
３．神話，アレゴリーなどの文学のレトリックを理解し，どのようなものかを説明できる。
４．文学が言語の発達や社会の発展に与えた影響を理解し，説明できる。
５．愛についての様々な作家の考えを理解し，私たちにとって愛（恋愛に限らず）とは何かを考えられるようになる。

２.授業内容
授業は全てメディア授業（オンデマンド型）となります。毎回，テキスト（翻訳）と関係資料をクラスウェブの「授業内容・資料」欄
に提示し，以下の内容で講義を進めます。
第１回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：イントロダクション―文学とは何か，文学の定義を紹介した後，西欧文学の枠組みと時代
区分を説明します。
第２回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：ギリシア神話およびローマ神話の構造と登場する主な神々を説明します。特に恋愛に関係
する神々に触れ，サッフォーとモスコスの詩を読みながら，愛神（エロース）像や女神（アプロディーテー）像の時代による変遷を辿
ります。
第３回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：古代ギリシア文学の概要を説明した後，ホメーロスの『オデュッセイア』を読みます。作
品に表された三つの愛を説明した後，その中の一つである「ナウシカアの初恋」について考察します。
第４回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：ラテン文学の概要を説明した後，ウェギリウスの『アエネーイス』を読みます。特に《運
命》に翻弄されたディードの悲恋および「アエネーアースの冥界下り」について考察します。
第５回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：
『創世記』や『雅歌』を読みながら，聖書に表された恋愛観および恋愛表現を説明します。
第６回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：宮廷風恋愛とは何かを説明し，南仏，北仏，ドイツの吟遊詩人たちの詩を読んでどのよう
に表現されたかを確認します。また，彼らの作った曲を聞きます。
第７回〔メディア授業（オンデマンド型）〕：中世に広く用いられたアレゴリー（寓意）という表現はどのようなものかを説明し，『霊
魂をめぐる戦い』と『薔薇物語』を読んでどのように表現されたか確認します。
第８回〔メディア授業（オンデマンド型）〕：
『トリスタンとイズー物語』に表された情熱恋愛について説明します。また中世の物語の
歴史と特徴および騎士について触れます。
第９回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：ダンテの『新生』を読みます。ペトラルカの『カンツォニエーレ』との作品の構造と文体
の違いを考察します。また後者の後世への影響に触れ，ルネサンスに特有な恋愛表現を説明します。
第 10 回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：ルネサンス時代のネオプラトニスム思想について説明します。またプラトンの恋愛論『饗
宴』とオウィディウスの恋愛術について触れます。
第 11 回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：バロックとは何かを説明した後，
『ドンキ・キホーテ』を読み〈思い姫〉について考察し
ます。また，サロンと恋愛について考察した後，スキュデリー嬢の『クレリー』中に挿入された《恋愛地図》を説明します。
第 12 回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕：啓蒙主義思想について説明した後，愛と友情の物語であるルソーの『新エロイーズ』を
読み，その恋愛観について触れます。また，アベラールとエロイーズの往復書簡について触れます。
第 13 回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕：ロマン主義とは何かを説明した後，スタンダールの『恋愛論』と彼の小説『赤と黒』を
通してロマン主義時代の恋愛観を検討します。
第 14 回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：プルーストの恋愛観を説明した後，
『失われた時を求めて』第五巻『囚われの女』を読ん
で確認します。

３.履修上の注意
この授業はメディア授業科目として開講されます。授業はすべて，講義動画を Oh-o! Meiji システムを通じて配信するオンデマン
ド型で行います。講義動画は原則毎週金曜日９時に Oh-o! Meiji システムを通じて配信し，授業動画は当該学期中の視聴を可能とし
ます。
なお，毎回の講義動画に対して，小テストの実施やコメントシートの提出を求め，出席確認及び理解度確認を行います。また，Oho! Meiji クラスウェブのディスカッション機能を活用し，意見交換の場を設けます。教員への質問・相談窓口として，専用メールア
ドレスを履修者に通知します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
《準備学習（予習）》
次回の授業で読む作品の解説とテキスト（本文）をクラスウェブの「授業内容・資料」欄に提示しますので，動画を見る前に必ず目
を通しておいてください（予習時間は一時間程度）。
《復習》
授業を見終わりましたら， 授業で解説した作品を読み直し，作品の背景，特徴や恋愛観をもう一度吟味してください。毎回， 動画
視聴中にメモを取り，後でノートに整理しておくことが肝要です（復習時間は一時間程度）。

５.教科書
教科書は使用せず，毎時間テキストと資料をクラスウェブの「授業内容・資料」欄に提示します。

６.参考書
『ギリシア文学を学ぶ人のために』
（松本仁助他編, 世界思想社），
『ラテン文学を学ぶ人のために』
（松本仁助他編, 世界思想社），
『イ
タリア文学史』（岩倉具忠他著，東大出版会），
『ドイツ文学史』（藤本淳夫他著，東大出版会）
，『フランス文学史』（田村毅他編，東大
出版会）。

７.成績評価の方法
コメントシート（20％），小テスト（40％），期末レポート課題（40％）により，総合的に評価します。
※対面形式での試験は行いません。

８.その他
毎回の授業で読むテキストは，原則として原典の日本語訳を用います。従って，外国語の知識は必要ありません。
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坂本

祐太

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN111J

１.授業の概要・到達目標
「ことばの仕組み」
「ことばとヒト」
「ことばと社会」という３つのキーワードを軸に，言語学とはどのような学問なのかを，特
に日本語と英語に言及しながら概観します。また，言語学だけでなく，言語学と他の学問（例えば脳科学や英語教育）の学際的
な繋がりに言及し，学問への多角的なアプローチの意義を感じ取ってもらいます。
＜到達目標＞
・言語学の基本的な用語及び概念を身につけ，英語をはじめとした「ことば」を体系的に考えられるようになる
・言語学と他の分野（例えば脳科学や英語教育）の関わりを理解し，学問への多角的な視野を持てるようになる
・他の人に日本語や英語を教える場面などで，言語学の知識を活かすことができる。

２.授業内容
第１回：a のみ：イントロダクション（言語学とは）
第２回：ことばの仕組み（日本語・英語を題材とした音の仕組み：音声学・音韻論＜1＞）
第３回：ことばの仕組み（日本語・英語を題材とした音の仕組み：音声学・音韻論＜2＞）
第４回：ことばの仕組み（日本語・英語を題材とした音の仕組み：音声学・音韻論＜3＞）
第５回：ことばの仕組み（日本語・英語を題材とした語・文法の仕組み：形態論・統語論＜1＞）
第６回：ことばの仕組み（日本語・英語を題材とした語・文法の仕組み：形態論・統語論＜2＞）
第７回：ことばの仕組み（日本語・英語を題材とした語・文法の仕組み：形態論・統語論＜3＞）
第８回：ことばの仕組み（日本語・英語を題材とした語・文法の仕組み：形態論・統語論＜4＞）
第９回：ことばの仕組み（ことばと意味・コミュニケーション：意味論・語用論＜１＞）
第 10 回：ことばの仕組み（ことばと意味・コミュニケーション：意味論・語用論＜２＞）
第 11 回：ことばとヒト（ことばの獲得・産出・理解：心理言語学＜１＞）
第 12 回：ことばとヒト（ことばの獲得・産出・理解：心理言語学＜２＞）
第 13 回：ことばと社会（日本語・英語の地域・社会階層・性との繋がり：社会言語学）
第 14 回：ことばと社会（ことばと教育：言語教育学）

３.履修上の注意
教員免許（英語）の要件科目であるため，英語に言及することが多くなりますが，履修する上で英語の得意不得意は関係あり
ません。また，毎回授業後にリアクションペーパーを提出していただきます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業でとったノートや配られるプリントをもとに，授業外で復習を行ってください。

５.教科書
教科書は使用せず，教員が作成した資料を使います。

６.参考書
『はじめて学ぶ言語学―ことばの世界をさぐる１７章―』大津由紀雄編著（ミネルヴァ書房）

７.成績評価の方法
定期試験（50%）
，課題（10%）
，授業への取り組み（40%）

８.その他
冬休み前に，文法分野（統語論）に関する課題を提出していただきます。
事情による欠席は，事前相談のものだけ考慮します。
「ことば」に興味のある方は，文学部開講の「英語学概論」「統語論」「音声学」の授業などを併せて履修すると, 理解が深ま
るかと思います。
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宗教学

浅川

泰宏

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)PHL141J

１.授業の概要・到達目標
宗教は，あらゆる社会に存在する普遍的文化現象であり，人間の根源的思考様式のひとつです。本講義では，現代社会を，
「宗教」という観点からとらえ，考える力を養うことをねらいとします。講義では，宗教学の基礎理論，日本の宗教文化，海外
の宗教文化と順に紹介し，最後に聖地と巡礼や祝祭を切り口として現代の宗教性を検討します。
宗教を文化的・社会的現象として理解すること，宗教学の基礎的な知識と理論を学ぶこと，現代社会における宗教のあり方
を理解することが本科目の到達目標です。

２.授業内容
第１部 宗教学の射程
第１回：イントロダクション
第２回：「宗教」概念を再考する
第３回：宗教学の理論
第２部 日本の宗教文化
第４回：仏教の系譜学
第５回：他界のコスモロジー：熊野観心十界図を読む
第６回：死者供養の民俗
第７回：都市祭礼の機能
第３部 海外の宗教文化
第８回：ユダヤ教・キリスト教・イスラーム
第９回：重層聖地エルサレム／メッカ大巡礼
第 10 回：聖地と巡礼
第４部 宗教文化の創造と変容
第 11 回：伝統的巡礼の変容：徒歩巡礼の復興
第 12 回：巡礼文化の創造：コンテンツツーリズム・リモート参拝
第 13 回：現代社会の宗教文化を考える
第 14 回：a のみ： 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。

３.履修上の注意
講義資料は Oh-o! Meiji System で公開します。受講前に一読し，講義に持参してください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
事前に講義資料に目を通し，専門用語は宗教学事典等で調べておいてください。復習では、講義中に紹介した事例や調査地を
確認してください。

５.教科書
特に定めません。

６.参考書
櫻井義秀・三木英編 『よくわかる宗教社会学』 （ミネルヴァ書房） 2007 年
星野英紀・浅川泰宏 『四国遍路』 （吉川弘文館） 2011 年
星野英紀・池上良正・氣多雅子・島薗進・鶴岡賀雄（編） 『宗教学事典』 （丸善） 2010 年

７.成績評価の方法
テーマ課題（20％）
、期末試験（80％）

８.その他
講義の進め方等については，初回授業時に説明します。必ず出席してください。
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小集団コミュニケーション

鈴木

有香

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM111J

１.授業の概要・到達目標
人間は社会的動物であり，生きていくためには集団を形成する。人間は他者との関わり合いのなかで社会生活を送り，様々
な対人関係を形成し，複数の集団に属している。集団の特質を明らかにし，それに関わるコミュニケーションについて考察を
深める。自分自身が社会の中でどのような集団に所属し，影響を受け，影響を与えるかについて自覚的になることが重要であ
る。１対１の対人レベルのコミュニケーションと異なる集団の問題や力学についての問題を取り上げていく。また，実際にグ
ループワークを通じて，集団コミュニケーションを体験的に学んでいく。最終的にはグループの総力を結集した創造的なワー
クをプロジェクト・ベースで行う。
〈到達目標〉
・集団コミュニケーションについての基礎的概念を自分の言葉と例を踏まえて説明できるようになる。
・リーダーシップの類型，個々人のかかわり方を観察して分析できるようになる。
・集団のメンバーをまとめ，よりよい結果を出すためのかかわり方，話し合いの方法を身に着ける。
・同調ではなく，ポジティブな協力を実践する勇気と相互協力を体験しながら身に着ける。
・ファシリテーターとしてのマインドやプロセスへのかかわり方についての内省を深める。

２.授業内容
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。
第１回 イントロダクション・「集団」と文化
第２回 リーダーシップの類型，リーダーシップ
第３回 自分自身を知る／映画分析
第４回 成功の循環モデル，チェックイン，アイスブレイク
第５回 意形成（コンセンサスゲーム）
第６回 集団と規範 （目的とグラウンドルール）
第７回 フィンガーダンス，振り返り
第８回 観察とフィードバック
第８回 ブレーン・ストーミング
第９回 意思決定とコミュニケーション
第 10 回 対話（ダイアログ）
第 11 回 グループ課題達成ワーク
第 12 回 リフレクション方法
第 13 回 集団思考 映画分析
第 14 回 グループプロジェクト

３.履修上の注意
この授業は学生の主体的な活動を中心に展開していくため，積極的な参加が望まれる。
主体性，コミットメント，真なる協力の確立に全力をつくしてほしい。
授業の前後に指定した映画鑑賞，課題，読み物は必ずやってくること。グループ作業も多く，各メンバーがプロジェクト遂行
のために協力して活動すること。なお，授業は学習活動の流れに応じて柔軟に対応していく。
課題の締め切りは厳守すること。
また，グループ活動が多いので遅刻は厳禁！遅刻する者にはマイナス点をつけていきます。
＊コロナ禍の状況によっては Zoom を使用した授業になる可能性もあります。その場合は通信環境の安定したところでアクセス
してください。
（シラバスなどの変更は随時、連絡いたします。
）

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業の後に毎回個人レポートを提出。
教室で行った活動について，各自で理論面の部分を調べてくる形式になるので復習に力を入れてほしい。
また，活動を通じて，自分自身の行動や思考，気持ちの流れ，変化を深く内省し，記述していくことが大切である。

５.教科書
適宜，プリントは Oh-o! Meiji を通じて，配布する。
毎回の授業前に必要な資料は各自で印刷し，持参すること。
授業開始時に詳しく説明する。

６.参考書
『人と組織を強くする交渉力』

鈴木有香著

自由国民社

７.成績評価の方法
授業での取り組み（参加・グループ活動点・課題）70%，グループ・プロジェクト
グループ得点分と個人得点（小レポート，中間レポート）の合算から評価する。
なお，期末はグループ・プロジェクトになる。

８.その他
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30%，これらを含めて総合的に評価する。

小集団コミュニケーション

叶

尤奇

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM111J

１.授業の概要・到達目標
私たちは様々な小集団と関わって生活している。授業で一緒に課題を行うグループやアルバイト先の仲間，そして，就職後
に仕事を共に遂行するチームなどはその例である。これらの小集団には，特定の目標を達成するために，異なる背景，価値観，
特性，能力などを持っている人々が集まっている。とりわけ，グローバル化を背景とし，多様な国籍（文化背景）が交錯する集
団も増えている。そのなかで，どのようにコミュニケーションをすれば，各自メンバーの特性（Uniqueness）を尊重しつつ，小
集団の効果を活性化し，小集団の目標を達成することができるのだろうか。本講義では，小集団コミュニケーションに関わる
理論学習と実践活動を通じて，上記の問いについて考え，その解決策を探っていくことを目標とする。
本講義は，次のような内容から構成されている。（1）小集団コミュニケーションに関する基礎理論を紹介する。（2）多様な
文化的背景をもつメンバーが集まっている多文化チームの理論と実証研究に焦点を当てる。
（3）多（異）文化チーム・ワークの
実践を行う。

２.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

イントロダクション＆アイスブレイキング
小集団とは
小集団におけるコミュニケーションの活性化
小集団と意思決定
リーダーシップとフォロワーシップ
集団と文化
多文化チーム
多文化チームの事例研究①：日本人リーダー
多文化チームの事例研究②：外国人フォロワー
ダイバーシティ＆インクルージョン
グループワーク
グループワークの結果報告（前半）
グループワークの結果報告（後半）
授業の振り返り

３.履修上の注意
学生の主体的な実践活動を重視するため，積極的な授業参加が望まれる。グループワーク（協同作業）が多く，各メンバーがプ
ロジェクト遂行のために協力しあい活動することが期待される。なお，参加者の人数と構成に応じて授業の進め方を変更する
場合がある。

４.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調べて予習すること。復習に関して，各授業の配布資料を用いて行うこと。

５.教科書
指定しない（資料配布）
。

６.参考書
石黒武人（2012）多文化組織の日本人リーダー像―ライフストーリー・インタビューからのアプローチ 春風社。
石黒武人（2020）多文化チームと日本人リーダーの動的思考プロセス――グラウンデッド・セオリーからのアプローチ
社。
Barak, M. E. M. （2016）. Managing diversity: Toward a globally inclusive workplace. Sage Publications.

春風

７.成績評価の方法
グループワークへの貢献度：60％

期末レポート：40％

８.その他
多（異）文化チームのグループワークを実践するために，外国人留学生の一定人数を確保する必要がある。文化背景の違う人々
との協働作業に関心を持っている方（とくに外国人留学生）の履修を歓迎する。
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新興国事情

和田

悟

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)ARS161J

１.授業の概要・到達目標
この授業では、主に国際通信連合（ITU）や各国政府機関などから公表されている統計データや報告書などを使い，各国の社
会状況や東南アジアの情報化状況について考えてみます。
特に，今後，日本との関係が一層強まってゆく東南アジアの国々に焦点をあてて，彼らがおかれている状況について考えて
みましょう。また、他国との比較を行うことで、日本の文化や社会について見直しましょう。
授業の主たる考察対象は本学部の「国際交流（タイ）
」などで，現地の様子を自分自身で見聞きしうる東南アジアの国々です。
これらの国々について国際機関や各国政府から公表されている統計や報告書から得たデータを Excel などで扱い，各国の事情
について考えてみます。また、しばしばニュースなどで取り上げられる指標についても取り上げます。また、過去の国際交流
の映像や、注目すべき各国のニュースなどの映像資料用いながら、知識を具体的なイメージに結びつけてもらいたいと思いま
す。
到達目標は、実習を通して PC の基本的スキルの応用力を高めること、各種指標や統計データを読む際の留意点を学び，それら
を適切に読み取る能力の習得です。また、こうした作業を通じて、アジアの国々についてや、日本との関わりについて基本的
な理解を得ることです。
「国際交流」を履修しようとする学生はもちろん，この授業を通じて東南アジアの国々に関心をもった学生は，是非在学中
に，タイの他，インドシナ半島の国を訪問するプログラムにも参加して欲しい。

２.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

イントロダクション
各国の基本情報，経済情報などを調べる（1）いくつかの情報源とデータ
各国の基本情報，経済情報などを調べる（2）日本とアジア諸国の基本情報
調べた情報をふりかえる － 人口構成とアジアの高齢化
各国の基本情報，経済情報などを調べる（3）日本とアジア諸国の ICT 普及状況
ITU 統計で情報化の現状をみる（1）世界的な動向
ITU 統計で情報化の現状をみる（2）情報化の進み具合を測定する方法を学ぶ
ITU 統計で情報化の現状をみる（3）東南アジア諸国の状況を調べる
経済成長の追求，低価格の功罪〜国際統計や映像資料で考える
格差を知る方法を学ぶ？ローレンツ曲線とジニ係数
格差を知る方法を学ぶ？日本の政府統計でみる
東南アジア諸国の社会状況を調べる・・各国の比較/経年変化
東南アジア諸国の各種統計の利用
まとめ

３.履修上の注意
この授業はメディア教室で行い，PC 上で Excel などを使いながら学ぶ授業である。Excel などの技能について特に高度な技能
は前提としてないが，スキルが不十分と思われる学生は別途，メディア支援事務室が行っている講習会を利用するなど，各自
で補ってほしい。
また，この授業は実習が中心である。複数回かかって実習を進めたり授業中に提出を求める課題がある。
そのため出席を重視するが，期限には猶予を設けてあるので，配付資料等により期限内に提出することを心がけてほしい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業開始当初は，PC の電源を入れ，ブラウザで検索ができる程度でかまわない。自ら基本的な関数を用い分析を行うのは 5 月
上旬頃からである，操作技能に自信がない学生は，是非メディア支援事務室の実施する講習等（1 コマ程度，オンデマンド教材
も用意される）を受講して補ってください。

５.教科書
実習に必要な事柄は配付資料により伝える。

６.参考書
大泉啓一郎 『老いてゆくアジア』 中公新書
大泉啓一郎 『消費するアジア』 中公新書
伊藤亜聖 『デジタル化する新興国』 中公新書
岩崎育夫 『入門 東南アジア近現代史』講談社新書
森崎初男著,松原望監修『経済データの統計学』オーム社 （10〜13 回に取り上げている内容に対応）

７.成績評価の方法
平常点 50% 期末試験 50%
平常点には，授業内課題提出を含む。期末試験を実施する。

８.その他
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心理学Ａ〔Ｍ〕

清水

武

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)PSY146J

１.授業の概要・到達目標
≪授業の到達目標及びテーマ≫
心理学は「こころ」を扱う学問だが、ともすれば曖昧とされるこのような主観的現象をどのように分析し、理解するのか。講義
ではパーソナリティに関する理論や分析心理学を中心に進め，それらの視点から我々の日常生活において分析可能となる領域
を理解することを目的とする。これらの内容を通して、自分自身の自己受容について多角的に考えられるようにする。
≪授業の概要≫
心理学におけるパーソナリティ理解について，精神分析や分析心理学，及び現象学的アプローチの観点から，その射程と限界
を踏まえつつ，心理学のあり方を考える。

２.授業内容
第１回 ユングの分析心理学と心理学的タイプ論
第２回 コンプレックス
第３回 元型論・夢の分析及び解釈
第４回 昔話の分析及び解釈
第５回 依存症
第６回 性格検査法 血液型性格関連説
第７回 気質・主要五因子検査法
第８回 エゴグラム
第９回 精神分析：神経症と治療技法
第 10 回 精神分析：防衛機制
第 11 回 精神分析：小児性欲説
第 12 回 アドラーの個人心理学
第 13 回 ロジャースの来談者中心療法
第 14 回 まとめと総復習
※すべての授業回を、メディア授業（オンデマンド型）により実施する。

３.履修上の注意
日常の何気ない現象も，すぐれた理論によって視点を与えられることで，まったく異なる様相をあらわすことになる。こころ
を理解する上での理論の重要性について，パーソナリティを中心に学ぶ。心理学Ｂと共に履修することが望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎月，講義内容に沿ったレポートを提出してもらいます。
配布資料は参考となる設題を含めます。

５.教科書
特に指定しない。

６.参考書
ユング心理学入門

７.成績評価の方法
レポートは毎月提出とします。
テーマを１つ決めてテキストドキュメントにまとめてください。
【主な評価基準】
・内容の理解
・関連する情報の収集
・自分なりの解釈および視点
【評価対象外】
・配布資料に含む設題への回答は、レポートとして認めません。
・講義内で扱った内容と関係性が低いテーマ。

８.その他
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心理学Ｂ〔Ｍ〕

清水

武

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)PSY146J

１.授業の概要・到達目標
≪授業の到達目標及びテーマ≫
心理学は「客観性」を志向するひとつの科学を自認している。そこにはどのような方法論が存在するのだろうか。授業では伝
統的に心理学が取り組んできた諸問題を学び，心理学がいかに科学性を追及してきたのか，歴史的観点から理解することを目
的とする。
≪授業の概要≫
心理学の主要なテーマを通して，心理学の研究法及び方法論を知り，その発展についての歴史的経緯，及び原理的な問題を知
る。

２.授業内容
第１回 感覚：身体の生理学的基礎
第２回 幾何学的錯視，ゲシュタルト心理学
第３回 奥行きの知覚：ギブソンの理論
第４回 学習：条件づけと強化学習
第５回 記憶のメカニズムと貯蔵モデル
第６回 記憶のメカニズム：忘却と干渉
第７回 動機づけ：帰属理論と欲求段階説
第８回 乳幼児期の発達
第９回 認知発達：ピアジェの発達段階説
第 10 回 行動遺伝学の方法論
第 11 回 個人と集団の心理
第 12 回 社会的手抜き
第 13 回 対人魅力
第 14 回 心理学研究法：観察・調査及び実験法
※すべての授業回を、メディア授業（オンデマンド型）により実施する。

３.履修上の注意
心理学を客観的な実証科学として位置付け、方法論の発展と共に追っていくことで理解を深め、各テーマについて総合的に検
討する。心理学Ａと共に履修することが望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
準備は特に必要としない。

５.教科書
特に指定しない。

６.参考書
ヒルガードの心理学，グラフィック心理学

７.成績評価の方法
毎月，講義内容に沿ったレポートを提出してもらいます。
配布資料は参考となる設題を含めます。

８.その他
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生命論Ａ〔Ｍ〕

岩渕

輝

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)PHL116J

１.授業の概要・到達目標
高校の生物学では，生物に関する物質的側面や生物学者の科学的業績に関するトピックスは豊富であるが，
「生命とは何か」
という考え方と，その歴史的変遷に関しては十分には扱われていない。
「生命とは何か」という思想を系統的に学ぶことは，生
命に関する科学や哲学の考え方を知る上でも，また，現代社会の諸問題を考察する上でも，有力な武器になる。
『生命論Ａ』では，生命観の歴史的な移り変わりを，哲学史や科学史を手がかりに，概観する。生命観が時代に影響されるも
のであることを理解し，現代の生命観の特殊性を把握してもらうことが，本講義の目的である。

２.授業内容
各回のテーマは次の通りである。
第１回：イントロダクション〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第２回：古代エジプト神話の霊魂観〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第３回：ソクラテスとプラトンの生命観〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第４回：アリストテレスの＜プシュケー＞概念〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第５回：古代ローマの医学と生物学〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第６回：錬金術の生命観〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第７回：キリスト教の出来事が生命観に与えた影響〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第８回：ルネッサンスの生命思想〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第９回：近代科学の創始者たちの生命観〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 10 回：哲学者デカルトの生命観〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 11 回：除脳ガエルの実験〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 12 回：ダーウィンの進化論〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 13 回：脳死・臓器移植問題〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 14 回：ａのみ：まとめ〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
* 講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
この科目はメディア授業科目である。授業は全て授業動画を Oh-o! Meiji システムを通じて配信するオンデマンド型で行な
う。各回の授業動画は原則として，その回の授業がある曜日の午前 9 時までに配信する。いったん配信された全ての授業動画
は原則として，当該学期中は視聴可能な状態にしておくので繰り返し復習できる。ただし基本的に，テスト期間には視聴でき
ない状態にする。出席はとらないが授業動画の視聴記録で出席状況を確認する。また，Oh-o! Meiji のディスカッション機能を
利用して学生の人同士の意見交換の場を設ける。履修者には教員への質問窓口として専用メールアドレスを通知する。
本科目は，哲学・科学・世界史等，幅広い分野にわたって興味のある人に向いている。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎時間，前回の講義内容をしっかり復習した上で授業に臨むこと。

５.教科書
とくに定めない。

６.参考書
とくに定めない。

７.成績評価の方法
学期末テスト全 1 回分を 60％，授業期間中の小テスト（全 2 回前後の予定）の点数の総計を 40％の比率で評価する。
学期末テストも小テストも Oh-o! Meiji の「小テスト機能」にて実施する。
「小テスト」は，いわゆるテスト形式ではなくレポート形式にて実施する可能性もある。学期末テスト時には授業動画を視
聴できない状態にする予定である。
※対面形式での試験は行なわない。

８.その他
春学期『生命論Ａ』と秋学期『生命論Ｂ』は，独立した科目なので，いずれか一方のみを履修することが可能である。
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生命論Ｂ〔Ｍ〕

岩渕

輝

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)PHL116J

１.授業の概要・到達目標
現代社会には，生殖医療と遺伝子操作ベビーの問題，新型コロナ問題，医薬品の安全の問題，食の安全の問題など＜いのち
＞や健康に関わる様々な問題が山積している。こうした問題について信頼できる情報を集めようとテレビやインターネットを
見ても，研究者によって主張がバラバラで戸惑う市民が多いはずである。現代は，業界と癒着し重要な＜事実＞を意図的に隠
蔽する研究者すら出現しつつある時代だが，こうした時代には，＜事実＞を見分け根拠に基づき自分で自分のとるべき道を判
断する力，言い換えれば，
「自分で自分の身を守る力」を身につけることが大切である。本授業では，そうした力を身につける
ために必要な学問的基礎について解説する。本授業の科目名は『生命論 B』だが，内容的には「生命自己防衛論」とでも呼ぶべ
き内容を解説する。
本授業の目的は，＜いのち＞や健康に関わる諸問題について学びながら，それらの問題について自分の考えを深めていただ
くこと，および，メディア・リテラシーの基礎を身につけていただくことにある。

２.授業内容
各回のテーマは次の通りである。
第１回：イントロダクション〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第２回：自己決定権と同調圧力〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第３回：公害問題と利権問題〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第４回：テレビの「専門家」とメディアリテラシー〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第５回：業界と研究者の癒着の問題〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第６回：根拠に基づく医療（EBM）の考え方〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第７回：文系学生のための遺伝子の基礎知識〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第８回：遺伝病と遺伝子治療〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第９回：食の安全の問題とゲノム編集〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 10 回：生殖医療と遺伝子操作ベビー誕生事件〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 11 回：放射線の諸問題と予防原則〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 12 回：文系学生のための免疫の基礎知識〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 13 回：新型コロナの諸問題〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 14 回：ａのみ：まとめ〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
* 講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
この科目はメディア授業科目である。授業は全て授業動画を Oh-o! Meiji システムを通じて配信するオンデマンド型で行な
う。各回の授業動画は原則として，その回の授業がある曜日の午前 9 時までに配信する。いったん配信された全ての授業動画
は原則として，当該学期中は視聴可能な状態にしておくので繰り返し復習できる。ただし基本的に，テスト期間には視聴でき
ない状態にする。出席はとらないが授業動画の視聴記録で出席状況を確認する。また，Oh-o! Meiji のディスカッション機能を
利用して学生の人同士の意見交換の場を設ける。履修者には教員への質問窓口として専用メールアドレスを通知する。
『生命論Ｂ』の姉妹科目『生命論Ａ』では，
「生命とは何か」という考え方と，その歴史的変遷に関して扱っているが，本科
目『生命論Ｂ』では，それと異なる内容を扱う。
『生命論Ｂ』は，＜いのち＞や健康に関係した社会問題に関心のある人，＜い
のち＞の諸問題を倫理学的に考察したい人に向いている。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎時間，前回の講義内容をしっかり復習した上で授業に臨むこと。

５.教科書
とくに定めない。

６.参考書
とくに定めない。

７.成績評価の方法
学期末テスト全 1 回分を 60％，授業期間中の小テスト（全 5 回前後の予定）の点数の総計を 40％の比率で評価する。
学期末テストも小テストも Oh-o! Meiji の「小テスト機能」にて実施する。
「小テスト」は，いわゆるテスト形式ではなくレポート形式にて実施する可能性もある。学期末テスト時には授業動画を視
聴できない状態にする予定である。
※対面形式での試験は行なわない。

８.その他
春学期『生命論Ａ』と秋学期『生命論Ｂ』は，独立した科目なので，いずれか一方のみを履修することが可能である。
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西洋史概論〔Ｍ〕

八木

淳

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)HIS136J

１.授業の概要・到達目標
《授業の概要》
ヨーロッパはどのようにして誕生し，発展し，統一の方向に向かったか，その過程を探ります。古代ギリシアをヨーロッパ精神の源
流と捉え，そこから現代までの歴史を概観してヨーロッパとは何かを考察します。ローマ帝国が東西に分裂して以来，ヨーロッパ世界
は徐々に形成されて行き，《分裂》と《統合》を繰り返しながら発展して現在の姿になりました。授業ではこの二つの言葉を常に頭に
入れながら，戦争，宗教など様々な問題を検討してヨーロッパという一つの形成体が誕生し発展した経緯を探っていきます。また，合
わせて国家と民族の意味を考えます。特にヨーロッパにおける国家と民族意識，国家と宗教という二つの問題に焦点を当て，国民国家
とは何か，民族とは何かを掘り下げて検討し，最後にＥＵ成立の意味を考えます。
《到達目標》
本講義では以下の能力・知識を身につけることを目指します。
１．古代から現代まで，西洋の歴史の流れを理解し，説明できる。
２．歴史上の事件を理解し，その原因，経過，結果を説明できる。また歴史上の人名についても理解し，説明できる。
３．ヨーロッパが現在の意味で使われるようになった経緯を説明できる。
４．ヨーロッパがどのようにして誕生し，現在の姿になったか，文化面，政治面，宗教面から理解し，説明できる。
５．過去の事実を知り，現代に起こる様々な問題や事件に際して，現代の社会はどうしてこのようになったのか問い直す習慣をもてる
ようになる。

２.授業内容
授業は全てメディア授業（オンデマンド型）となります。毎回，講義内容に関係する時代の年表と資料をクラスウェブの「授業内容・
資料」欄に提示し，以下の内容で講義を進めます。
第１回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：イントロダクション―ヨーロッパとは何かを概説します。ヨーロッパという言葉の語源や
現在のような意味で使われるようになった経緯と，ヨーロッパの範囲および誕生までの大まかな歴史の流れ（四代文明など）を説明し
ます。
第２回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：古代ギリシア世界について概観し，この世界がヨーロッパ精神の源流と言われる理由を探
ります。まず，ポリスとは何かを説明し，当時の地中海世界と植民市について触れます。その後，アテネの民主政とペルシアとの戦争
およびポリス間同盟とポリス間の戦争について説明します。
第３回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕：ぺルシア帝国の歴史を概観した後，アレクサンドロス３世の東方遠征の過程を辿ります。
後継者抗争を説明してから，最後にヘレニズムとは何かを考察します。
第４回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：ローマの誕生から共和政の成立，地中海制覇，ポエニ戦争と内乱の一世紀，帝国成立まで
の過程を辿ります。
第５回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：カエサルのガリア遠征について，その経緯を説明し意義を考察します。あわせてケルト人
の歴史と文化を説明します。
第６回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：キリスト教が誕生し，ローマ帝国の国教となるまでの過程を概観します。また，ユダヤの
歴史をその発生から民族の離散まで辿り,ユダヤ教徒がキリスト教徒と袂を分かった原因を探ります。
第７回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：ローマ帝国の発展と東西分裂および西ローマ帝国消滅の歴史を概観します。あわせてゲル
マン民族の歴史と文化を説明した後，彼らが帝国内に侵入し定着した様子を探ります。
第８回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕：フランク王国の成立と発展の過程を辿り，カール大帝の戴冠の意義を考察します。
第９回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
：フランク王国の分裂に触れた後，神聖ローマ帝国の成立と発展を説明し，あわせて中世ヨ
ーロッパ世界およびイタリアの事情を概観します。
第 10 回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕：第一回十字軍が教皇によって勧請されるに至った原因および聖戦の思想が成立した過程
を考察し，遠征の様子を概観します。また，その後の十字軍遠征についても説明します。
第 11 回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕：イギリスの歴史について触れます。また，宗教改革と宗教戦争及びそれらに端を発した
民族分裂について触れます。合わせて，この時代のフランスとドイツの事情を比較します。
第 12 回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕：知の統合としての「文芸共和国」及び啓蒙主義について考察します。また，絶対主義と
は何かを説明し，あわせてその時代の戦争及び軍制について概観します。
第 13 回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕：フランス革命と民族主義の形成および国民統合について考察します。合わせて，イタリ
アとドイツの統一について説明します。
第 14 回〔メディア授業（オンデマンド型）
〕：第一次および第二次世界大戦に触れ，ＥＵ成立の歴史とヨーロッパ統合の夢および問題
点を考察します。

３.履修上の注意
この授業はメディア授業科目として開講されます。授業はすべて，講義動画を Oh-o! Meiji システムを通じて配信するオンデマンド
型で行います。講義動画は原則毎週火曜日９時に Oh-o! Meiji システムを通じて配信し，授業動画は当該学期中の視聴を可能としま
す。
なお，毎回の講義動画に対して，小テストの実施やコメントシートの提出を求め，出席確認及び理解度確認を行います。また，Oho! Meiji クラスウェブのディスカッション機能を活用し，意見交換の場を設けます。教員への質問・相談窓口として，専用メールア
ドレスを履修者に通知します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
《準備学習（予習）》
次回の授業内容に基づいた年表と地図，資料をクラスウェブの「授業内容・資料」欄に提示しますので，動画を見る前にそれらに目
を通し，大まかな歴史の流れを頭に入れておいてください（予習時間一時間程度）。
《復習》
動画の終わりに， まとめとして授業の重要事項を繰り返し述べます。 それに基づいて，動画視聴中にメモした事柄をノートに書き
写し整理しておいてください（復習時間一時間程度）。

５.教科書
教科書は使用せず，毎時間テキストと資料をクラスウェブの「授業内容・資料」欄に提示します。

６.参考書
全体的な授業の流れを把握するため，『
［増補］ヨーロッパとは何か－分裂と統合の 1500 年』（クシシトフ・ポミアン著，松村剛訳），
平凡社文庫，
『ヨーロッパ世界の誕生』
（アンリ・ピレンヌ著，佐々木克巳他訳）講談社文庫， 『ヨーロッパとは何か』
（リュシアン・
フェーブル著，長谷川輝夫訳）刀水書房，
『ヨーロッパは中世に誕生したのか？』
（ジャック・ル＝ゴフ著，菅沼潤訳）藤原書店を参照
してください。また，ローマ末期については『ヨーロッパとゲルマン部族国家』（マガリ・クメール他著, 大月康弘他訳）白水社, カ
ール大帝時代の歴史については，『王国・教会・帝国, カール大帝期の王権と国家』（五十嵐修著）知泉書館, が非常に参考になりま
す。

７.成績評価の方法
コメントシート（20％），小テスト（40％），期末レポート課題（40％）により，総合的に評価します。
※対面形式での試験は行いません。

８.その他
世界史の予備知識は必要ありません。全員がゼロからの出発と見なし講義します。皆さんの積極的な参加を望みます。
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地域文化論（基礎）

コーディネーター

高馬

京子

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)ARS161J

１.授業の概要・到達目標
高度情報社会において，グローバル化，デジタルメディア化が進む中，文化的同質化が今までになく推進されると同時に，
他方で，独自の文化を主張する動きも一層強まっている。
本講義では，文化，地域の多様性を学ぶために，ドイツ，フランス，スペイン，韓国，中国，タイ，イスラムという非英語圏
の様々な地域文化，及びその地域の視点を学ぶ。オムニバス形式の講義を通し，各地域文化の独自性，多様性を学ぶことで，自
分なりの文化や文化に対する定義づけ，さらには日本と異文化の相違についても検討していく。多様な地域文化の視点から，
現代日本の情報社会を考察するより客観的かつ多様な立場で考える力をつけることが本講義の目標である。

２.授業内容
第一回目 a イントロダクション
b フランス地域文化：イメージとしてのフランス（高馬京子）
第二回目 フランス地域文化：フランスとファッション（高馬京子）
第三回目 ドイツ語圏の地域文化①「スイス――ハイジのふるさと」
（関口裕昭）
第四回目 ドイツ語圏の地域文化②「オーストリア――芸術の都ウィーン」
（関口裕昭）
第五回目 韓国地域文化：韓国と K カルチャー①韓流の前史（キムヒョンス）
第六回目 韓国地域文化：韓国と K カルチャー②拡張する韓流（キムヒョンス）
第七回目 中国地域文化：政治，言語，日本における受容の角度から『駱駝祥子』（ロオトシャンヅ）を読み解く（１）
（大山
潔）
第八回目 中国地域文化：政治，言語，日本における受容の角度から『駱駝祥子』（ロオトシャンヅ）を読み解く（２）
（大山
潔）
第九回目 スペイン語圏の地域文化
第十回目 スペイン語圏の地域文化
第十一回目 タイ地域文化：シャムからタイへー国名改称とタイ文化（香ノ木ウォララック）
第十二回目 タイ地域文化：仏教とタイの人々の生活（香ノ木ウォララック）
第十三回目 イスラム地域文化：イスラムとはなにか（横田貴之）
第十四回目 まとめ：異文化を考える（横田貴之）
授業の内容は状況によって変更することもある。

３.履修上の注意
授業には出席すること。
各地域文化について積極的に自分でも調べること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として，前もって各国の文化について調べておくこと。
復習として，授業に基づいて先生の課題に対して、講義内容、また自分でも調べ考える意見をまとめること。

５.教科書
授業中に指定する。

６.参考書
授業中に指定する。

７.成績評価の方法
各地域文化に対し，一回のレポートを提出し総合点で成績評価をする。

８.その他
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地誌学

中西

雄二

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)GEO131J

１.授業の概要・到達目標
《授業の達成目標及びテーマ》
地誌学という学問分野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。

２.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 総論とまとめ
※授業の進捗状況等に合わせて変更することがある。その場合は，必ず授業の中でアナウンスする。

３.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。
期末試験の採点にあたっては極めて厳正な審査を行うので、各授業で扱った事例や概念に関する毎回の入念な復習を強く勧
める。
授業進行や単位修得の妨げになるので、遅刻・欠席、授業中の私語はしないように留意すること。
なお，進捗状況により，授業内容の一部を変更することがある。

４.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。

５.教科書
教科書は特に定めない。

６.参考書
平岡昭利・野間晴雄編（2006）
『地図で読む百年』全 10 巻，古今書院。

７.成績評価の方法
成績は原則として学期末の定期試験（100％）によって評価する。
試験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。

８.その他
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地理学

中西

雄二

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)GEO111J

１.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。

２.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 論とまとめ
※授業の進捗状況等に合わせて変更することがある。その場合は，必ず授業の中でアナウンスする。

３.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。
期末試験の採点にあたっては極めて厳正な審査を行うので、各授業で扱った事例や概念に関する毎回の入念な復習を強く勧
める。
授業進行や単位修得の妨げになるので、遅刻・欠席、授業中の私語はしないように留意すること。
なお，進捗状況により，授業内容の一部を変更することがある。

４.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。

５.教科書
教科書は特に定めない。

６.参考書
・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』
。

７.成績評価の方法
成績は原則として学期末の定期試験（100％）によって評価する。
試験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。

８.その他
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哲学〔Ｍ〕

大黒

岳彦

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)PHL116J

１.授業の概要・到達目標
哲学の定義には様々なものが存在するが，その一つに「常識の批判」というものがある。われわれは日常生活において常識に
従って生き，それを疑うことはない。だが，一旦その常識の自明性に疑いを差し挟むや否や，世界は疑問と謎の塊としてわれ
われに迫ってくる。
「心はどこにあるのか？」
「人間がいなくなっても世界は存在するのか？」
「他人は果たして私と同じ人間と
いえるのか？」
「動物に意識はあるのか？」etc…。
本講義では，われわれの身近な世界を題材にしながら，哲学が謎の塊としての世界とどのように格闘してきたかを概観する。
本講義の到達目標は，目の前の現実の成り立ちを論理的に説明できるようになることである。

２.授業内容
哲学はけっして哲学者の列伝や哲学理論の歴史ではない。今現在のアクチュアルで本質的な問題を原理に基づいて徹底的に考
え抜くことである。その際に，過去の先哲が（冗談ではなく）まさに身命を賭して考え抜いた結果は参考になる。
授業ではプラトン・アリストテレス，デカルト・ライプニッツ，ロック・バークレー・ヒューム，カント，フッサール・ハイデ
ガー・サルトル・メルロ＝ポンティ，ソシュール・ウィトゲンシュタイン・チョムスキーなど様々な固有名詞が出てくるが幻惑
されないでほしい。大切なことは彼ら偉大な先輩の胸を借りながら自らの頭で問題を考えることなのである。
講義内容は以下の予定。
１ イントロダクション
２ 「なぜ人を殺してはいけないのか？」だと？
３ 同情と義務
４ 「他人をわかる」ことは可能か？
５ 独我論＝毒牙論
６ 「我惟う，故に我あり」の帰結
７ 自然は機械か？それとも生命か？
８ 「生きている」ことの基準
９ 「こころ」とは何か？
10 「からだ」と「こころ」
11 現象学では「コップ」を哲学できるらしい
12 「もの」の成り立ち
13 「ことば」の本質
14 「ことば」以前のことば
※すべての授業回を、メディア授業（オンデマンド型）により実施する。

３.履修上の注意
既成の思考枠組みを疑い，自分の頭で考えるトレーニングのための講義だと思ってください。とにかく自分の頭で考えること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
その時々の指示に従ってください。

５.教科書
『謎としての“現代”─情報社会時代の哲学入門─』
（春秋社）

６.参考書
参考文献は講義の中で随時挙げる。

７.成績評価の方法
平常点（30％）と期末の試験（70％）
。基礎知識の習得および論理的思考能力を重視する。

８.その他
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東洋史概論

趙

景達

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)HIS121J

１.授業の概要・到達目標
今日，日本と韓国･中国の関係がうまくいかなくなっている。そうした際に，歴史を振り返ってみることは大変重要になって
くる。かつて，東アジアには中国を中心とする中華秩序体制があった。その中で日本と朝鮮はどのように位置づけられ，どの
ように中国と葛藤し，そして近代に入る中で日本はいかにその体制を切り崩していったのかを探ることには現代的意義がある。
本授業は，東アジアの旧体制が最終的に解体する日清戦争までを対象に東アジア史を概観する。
なお，本授業の到達目標は，東アジア三国のウェスタン・インパクトへの対応の仕方がそれぞれどのように異なり，またそ
の関係性はどのようなものであったかを知ることによって，現在における東アジア関係の問題がどこにあるのかを理解するこ
とにある。

２.授業内容
東アジア世界とその解体
１．イントロダクション
２．東アジア世界の成立
３．東アジア世界と近代
４．朝鮮の小中華思想
５．近世日本の東アジア観
６．アヘン戦争の衝撃
７．太平天国の反乱
８．洋務運動とその評価
９．幕末の侵略思想
10．明治維新とは何か
11．朝鮮の開国と日本
12．壬午軍乱と甲申政変
13．日清戦争と東アジア世界の解体
14．まとめ

３.履修上の注意
大学で学ぶ歴史は，高校までのものとは違う。歴史は単なる暗記ではない。歴史の道筋をしっかりと掴もうとする努力が重要
である。しかしながら，高校での世界史や日本史の知識は前提となる。この授業は東洋史であるが，日本史の知識も欠かせな
い。日本史と中国史，朝鮮史の連関を高校時代の教科書で再学習した上で受講することが望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
テキストは指定しないが，高校時代における世界史の知識は必須である。高校世界史の東アジア近代史の部分を再読し，知見
を新たにした上で，出席してもらいたい。

５.教科書
特に指定しない。

６.参考書
・川島真ほか『東アジア国際政治史』(名古屋大学出版会、2007 年)
・平川新『開国への道』
（小学館，2008 年）
・井上勝生『幕末・維新』
（岩波新書，2006 年）
・吉澤誠一郎『清朝と近代世界』
（岩波新書，2010 年）
・趙景達『近代朝鮮と日本』
（岩波新書，2013 年）

７.成績評価の方法
小論文形式の学期末試験で評価する（比率 100％）
。

８.その他
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日本史概論

中臺

希実

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)HIS111J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
中学高校における「世界史」
「日本史」などの歴史科目では、政治、経済を中心とした歴史的事実を暗記することが求められる
傾向があったかと思います。
「日本史概論」では歴史的事実を基に、歴史資料（歌舞伎、浄瑠璃、文書、絵画など）を正確に読
み解きながら、自分なりの歴史的な思考方法を体得する授業を行います。
この授業では、日本近世史（江戸時代）を中心に講義を行います。歌舞伎や浄瑠璃、戯作本などの資料を利用し、家族、婚
姻、離縁、ジェンダー認識など人々の日々の営みを中心に、民衆側からの江戸時代像の変遷を提示します。
【到達目標】
日本近世の歴史的特質について理解を深めるとともに、現代社会において歴史学を学ぶ意義について自分なりの見解を構築す
ること、資料を厳密かつ批判的に検討する力を獲得することを到達目標とします。

２.授業内容
第 1 回：イントロダクション―授業の進め方について
第 2 回：江戸時代の「家」社会の成立と浸透
第 3 回：民衆の「家」と婚姻・離縁
第 4 回：江戸時代、メディアとしての浄瑠璃・歌舞伎（１）
第 5 回：江戸時代、メディアとしての浄瑠璃・歌舞伎（２）
第 6 回：民衆に共有された「紐帯」としての「家」
第 7 回：人々が抱えた「家」への葛藤
第 8 回：「家」におけるジェンダー
第 9 回：近世後期、江戸の都市と下層社会
第 10 回：
「紐帯」としての「所帯」とジェンダー（１）
第 11 回：
「紐帯」としての「所帯」とジェンダー（２）
第 12 回：差別認識の形成と浸透
第 13 回：江戸時代の病と人々
第 14 回：講義のまとめ
＊場合によっては授業内容が変更になります

３.履修上の注意
授業の最後に、授業内容の関するリアクションペーパーを提出してもらう。
授業中にも、発言を求めることもあるため、積極的な姿勢で授業にのぞむこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回配布するレジュメの読み返し、レジュメに記した参考文献に目を通すなどの復習。予習は特に求めない。

５.教科書
特に定めない。教材として、授業中に毎回、レジュメを配布する。

６.参考書
『現代を生きる日本史』須田努・清水克行（岩波書店）
『日本の歴史【6】江戸時代』深谷克己（岩波書店）
『ジェンダー分析で学ぶ女性史入門』編 総合女性史学会（岩波書店）

７.成績評価の方法
毎回のリアクションペーパー
期末試験

50％
50％

８.その他
歴史学を通じ、現代社会における諸問題を考えることを望む学生を歓迎します。
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日本文学〔Ｍ〕

日置

貴之

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIT116J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
日本の演劇・芸能のなかで、
「マイノリティ」がどのように描かれきたか、また「マイノリティ」は演劇とどのように関わって
きたかを考える。具体的には、民族・性・障害・身分差別といった観点に注目する。
なお、この授業はオンデマンド形式によるメディア授業として開講し、履修者は各回の授業動画を視聴した上で、課題等に取
り組むことになるが、履修者数や履修者の傾向によって、別途リアルタイムでの質疑の時間等を設ける可能性もある（オンラ
インによるか、対面での実施とするかなどは適宜判断する）
。
【到達目標】
日本の演劇・芸能と「マイノリティ」との関係についての知識を身につけ、芸術を通して現代社会のさまざまな問題について
考えることができるようになる。

２.授業内容
第１回：イントロダクション：日本演劇・芸能と「マイノリティ」
第２回：「民族」①：隼人舞と能の「鬼」
第３回：「民族」②：近世演劇と「蝦夷」
第４回：「民族」③：演劇におけるアイヌ表象
第５回：「民族」④：琉球芸能と演劇における沖縄表象
第６回：「民族」⑤：日本演劇と台湾・朝鮮
第７回：前半のまとめ・フィードバック
第８回：「性」①：古典演劇と「同性愛」
第９回：「性」②：演劇と異性装
第 10 回：
「性」③：近現代演劇と LGBT
第 11 回：
「障害」①：演劇と身体障害
第 12 回：
「障害」②：演劇と精神障害
第 13 回：演劇と被差別民
第 14 回：後半のまとめ・フィードバック
※すべての授業回を、メディア授業（オンデマンド型）により実施する。

３.履修上の注意
各回の授業後にコメントの提出を義務付ける。これは単なる出席の確認ではなく，次回以降の授業を，受講者の学習状況を適
切に踏まえた上で進めていくためのものであり，成績評価の上でも重視する。したがって，受講者には漫然と話を聞くのでは
なく，適切な予習・復習を行った上で積極的な姿勢で授業に臨むことを求める。
また、授業外で各自で積極的に演劇・芸能の実演に触れる機会を設けてほしい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
初回の授業時に，より詳細な授業計画および参考文献一覧を配布するので，それを参考にして各回の授業前に予習を行った上
で授業に参加すること。
授業後に提出したコメントに対しては，必要に応じて次回以降の授業等の中で触れるほか、7 回目の授業と 14 回目の授業は、
それまでの授業のまとめをおこなうとともに、質問・コメントへのフィードバックに充てる。

５.教科書
使用しない。

６.参考書
授業中に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
各回の授業についてのコメントと，学期末レポートを提出することとし，授業コメントを 40%，レポートを 60%で評価する。

８.その他
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パブリック・スピーキング
（英語）

鈴木

健

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM351E

１.授業の概要・到達目標
［Course Overview］ This course deals with fundamentals of speech communication in English. This course will
emphasize the theoretical understanding about cross-cultural communication and practice in interpersonal
communication. Students enrolled in class do not need to have highly-advanced English skills, but they should be
interested in speech communication.
［Course Objective］ To learn about theory and practice of public speaking, including self-introduction, informative
speech, and persuasive speech.

２.授業内容
Students enrolled are supposed to participate in three presentations: Self-introduction （4 min.）, Informative
Speech （5 min.）, Persuasive Speech （6 min.）.
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Introduction
What is Communication? （Read: Lingua Frankly, Ch 1 & 13）
Public Speaking I & Critical Thinking （Read: Ch 2 & 10）
1st Presentation: Self-introductory Speech
Communicating Effectively: （Read: Ch 4 & 6）
Rhetorical History: （Read: Ch 16） & Barack Obama DVD
Pop Culture Criticism （Read: Ch 11 & 12）
Public Speaking II & Communicative Reading （Read: Ch 5 & 3）
2nd Presentation: Informative Speech
Humor and Dialogue of Civilizations: （Read: Ch 9 & 14）
Rhetorical Presidency:（Read: Ch 17 & 18）
Public Speaking III （Read: Ch 8 & 7）
3rd Presentation: Persuasive Speech
Anti-terrorism Rhetoric （Read: Ch 19 & 20）

３.履修上の注意
Class attendance is important and expected.
Students absent more than three class meetings will find their final grade lowered by 15 points for each additional
absence.
Because all assignments are due on a date announced in advance, students are expected to be present and prepared
on those days.
Students are responsible for initiating arrangements to make up missed work.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students are supposed to read assigned chapters of the textbook each week.

５.教科書
Takeshi Suzuki & Deborah Foreman-Takano, Lingua Frankly: Tips for Successful Communication. Ikubundo, 2004.

６.参考書
Photocopies are to be provided if necessary.

７.成績評価の方法
Grades will be weighted 20% on the participation in class discussion, 20% on the first speech assignment, another
30% on the second speech assignment, and 30% on the final presentation.

８.その他
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比較文化（基礎）Ａ

三松

幸雄

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)CUL121J

１.授業の概要・到達目標
【概要】
「文化」事象について学問的に考えるための基本的な概念や方法，問題群をとりあげ，具体的な事例とともに検討する。
「比
較」研究が関与しうる領域は多岐にわたるが，この授業では、現代の人文社会科学の動向を踏まえながら，広義の文化理論・社
会理論・批評理論を基礎に据え，諸分野を横断するアプローチを取ることになる。
【到達目標】
文化事象を学問的に考えるための基本的なリテラシーの習得。

２.授業内容
１．導入：基礎概念と方法論
人新世と人文学，文化／文明，自然文化
２．基礎理論：構造主義／ポスト構造主義
構造，言説，表象，同一性／差異／非差異化，特異性／出来事
３．基礎理論：文化と国家
主権，国民，領土，正統性； ナショナリズム，地域主義，歴史性，国際秩序論
４．基礎理論：文化と植民地主義
エスニシティ，構造的・文化的人種主義，オリエンタリズム／オクシデンタリズム，批判的人種理論，交差性
５．基礎理論：資本主義論
貨幣論，疎外論，物象化論； 市場経済，自生的秩序論； 世界システム論，気候正義，脱成長
６．基礎理論：文化と資本主義
文化産業論，文化資本論； デジタル全体主義，倫理的消費，共有財
７．基礎理論：権力論
規律権力，生権力，生政治，統治性，管理社会
８．基礎理論：思弁的転回
思弁的唯物論，対象指向存在論，新実在論
９．基礎理論：存在論的転回
多自然主義，多種，ポストプルーラル，アニミズム的存在論，アクターネットワーク理論，サイボーグ人類学
10．事例研究：比較思想，世界哲学
11．事例研究：安全保障と民主的統治
国際法，正戦論，戦争違法化論，永遠平和論； 民主的平和論，市民的不服従，サチャグラハ
12．事例研究：言語文化の複数性，教育の公共圏
言語エコロジー，言語帝国主義； 監査社会，中断の教育学
13．事例研究：宗教文化
脱魔術化，再魔術化，ポスト世俗化
14．総括：原理的考察

３.履修上の注意
上記「授業内容」は見通しを得るべく暫定的に設定されている。各種のトピックは互いに関連しあっており，実質的な内容は
議論の展開や参加者の関心などに応じて適宜調整する。比較文化（基礎）A のみの履修も可。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業でとりあげたトピックや論点について，授業外でも各種媒体を活用し，自らの仕方で理解を深めていくこと。

５.教科書
指定教科書はなし。資料類を必要に応じて配布。

６.参考書
見田宗介 他編『社会学文献事典〔縮刷版〕
』 弘文堂，2014 年
大澤真幸 塩原良和 橋本努 和田伸一郎 編『ナショナリズムとグローバリズム』 新曜社，2014 年
大村 敬一 湖中真哉 編『
「人新世」時代の文化人類学』 放送大学教育振興会，2020 年
その他の参考文献は教場にて指示する。

７.成績評価の方法
平常点・参加度（50%）
，期末試験または期末レポート（50%）。

８.その他
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比較文化（基礎）Ｂ

三松

幸雄

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)CUL121J

１.授業の概要・到達目標
【概要：比較芸術／美学／詩学】
芸術の実践と理論を手引きとしながら，現代における創造行為と思考の潜勢力を探究する。おもに文学，音楽，美術，建築と
いう四つのジャンルを参照軸に据え，範例的な作品群や，関連する美学，詩学，芸術哲学，批評を取りあげるとともに，芸術実
践と交差する隣接諸科学のトポスをもあわせて検討することになる。
【到達目標】
芸術の経験と学的な思考を往還する過程を通じて知性・感受性・創造性を培うこと。未知の領域を実験的に探索すること。

２.授業内容
１．導入：基礎概念，方法論
芸術，作品，詩学，美学，芸術学，芸術史，批評，諸芸術間交渉
２．文学 I
３．文学 II
４．文学 III
詩歌，散文，世界文学 他
５．音楽 I
６．音楽 II
７．音楽 III
現代の芸術音楽，作曲，演奏，即興，聴取，音楽と資本主義 他
８．美術 I
９．美術 II
10．美術 III
具象と抽象，概念，インスタレーション，社会関与，キュレーション，アーカイヴ 他
11．建築 I
12．建築 II
13．建築 III
意匠設計，都市論，技術と芸術，建築の哲学 他
14．総括：原理的考察
※美学や詩学など広義の芸術哲学にかかわる理論的考察を必要に応じて組み込む。

３.履修上の注意
上記「授業内容」は見通しを得るべく暫定的に設定されている。各種のトピックは互いに関連しあっており，実質的な内容は
議論の展開や参加者の関心などに応じて適宜調整する。比較文化（基礎）B のみの履修も可。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業でとりあげたトピックや論点について，授業外でも各種の情報媒体を活用し，自らの仕方で理解を深めていくこと。

５.教科書
指定教科書はなし。資料類は必要に応じて配布。

６.参考書
佐々木健一『美学への招待 増補版』 中公新書，2019 年
三原芳秋 渡邊英理 鵜戸聡 編『文学理論：読み方を学び文学と出会いなおす』 フィルムアート社，2020 年
小倉孝誠 編『世界文学へのいざない：危機の時代に何を，どう読むか』 新曜社，2020 年
沼野雄司『現代音楽史：闘争しつづける芸術のゆくえ』 中公新書，2021 年
美術検定実行委員会 編『西洋・日本美術史の基本 改訂版』 美術出版社，2014 年
平尾和洋 末包伸吾 編『テキスト建築意匠』 学芸出版社，2006 年
鈴木博之 編『近代建築史』 市ヶ谷出版社，2010 年
その他の参考文献は教場にて指示する。

７.成績評価の方法
平常点・参加度（50%）
，期末試験または期末レポート（50%）。

８.その他
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メディア批評

鈴木

健

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)CUL351J

１.授業の概要・到達目標
［授業概要］メディア批評の基礎と方法論を学ぶ．具体的には，メディア・テクストを読み解くためのレトリカル批評，記号
論，価値論，物語論，精神分析批評，イデオロギー批評などについて学ぶ。同時に，なぜ批判的な分析（critical analysis）
をするのか，メッセージの持つ意味とは何か，テキストの裏にある主義（-ism）であるイデオロギーに関する問題も考察する。
［到達目標］単なる印象批評ではなく，批判的方法論に基づいた社会批評としてのエッセーを書けるようになることを目指す。

２.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

イントロダクション
クリティカル・アナリシスとは？（Read： 83-93 ページ；序章＆第１章）
テーマ設定と批評の方法論その１ （Read： 39-69 ページ）
批評の方法論その２ （Read：第２章 69-82 ページ）
ミニレポートのテーマ報告
７段階の叙述的分析方法：「夏が来る」
（Read：第３章 98-115 ページ）
ミニレポート提出と討論
メディアとカルチュラル・スタディーズ１ （Read：第５章 174-197 ページ）
メディアとカルチュラル・スタディーズ２ （Read：第５章 198-216 ページ）
イデオロギー分析 （Read：第６章 217-240 ページ）
映画批評の方法論
最終レポート・プレゼンテーション１（各３分）
最終レポート・プレゼンテーション２（各３分）
最終レポート・プレゼンテーション３（各３分）

３.履修上の注意
学期中，各個人のミニレポートテーマ発表，グループ別の教科書担当部分の発表，最終レポートのテーマ発表に参加してもら
うので，教科書の該当部分の予習と積極的な参加が要求される。グループメンバーは必ずメーリングリストを作製すること。
また担当部分は全員がすべてを読み，プレゼンの前に全体のバランスを討議すること。
プレゼンテーションに関して
（１）教科書の担当部分全部を早口で説明するのではなく、重要だったり面白いポイントを選んで発表すること。
（２）教科書の例はむずかしかったり今では古くなっているものも多いので、自分たちに分かりやすい例に差し替えること。
（３）教科書は皆も予習してきているので、さらにリサーチしてプラスアルファの内容をこころがけること。
ミニレポートと最終レポートに関して
（１）オリジナリティーの重視：単なる印象批評ではなく，リサーチと分析に基づき「自分の意見」を提示すること。
（教科書
の 39 ページ以降を必ず読むこと）
（２）公的な重要性を踏まえる：社会・政治・文化的に重要なテーマを選ぶこと。
「参考文献リスト」は必須。これまでの分析
や理論を踏まえて，新しい見解や視点を提示すること。
（３）取捨選択する：扱うべき議論を選択する。説得力がなかったり，おもしろくなかったりするのに手に入れた全ての議論
を入れてしまうと退屈な内容になる。
「捨てる勇気」を持つ。
（４）ミニレポートは１〜２ページ，最終レポートは８ページ以上。フォントは 12pt でダブルスペース（日本語の 1.5 行空け）
で，表紙と参考文献は除く。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の授業には，割り当てられた教科書の章を読んで，質問を用意して臨むこと。

５.教科書
鈴木健，岡部朗一 編 『説得コミュニケーション論を学ぶ人のために』
（世界思想社，2009 年）
。ほか，必要に応じてコピーを
配布する。

６.参考書
特に定めない。

７.成績評価の方法
ミニレポート（25％）
。討論への参加度（35％）
。最終レポート（40％）
。

８.その他

166

歴史学

須田

努

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)HIS171J

１.授業の概要・到達目標
テーマ：多様な歴史認識のあり方を学ぶ。
目標：歴史学とは未来を見据える学問である。本講座を通じて、現代社会を相対化しよりよい将来を考える力を得る。

２.授業内容
歴史学は過去のことを覚えることではない。多様な歴史解釈のあり方を学び，現代社会を相対化する。
第１回：プロローグ
第２回：多様な歴史解釈（その 1） 皇国史観・マルクス主義史観
第３回：多様な歴史解釈（その 2） 実証主義歴史観 多様姓の理解
第４回：立場による違い 歴史教科書とは
第５回：どのような歴史を叙述するのか（その 1） 織田政権の評価
第６回：どのような歴史を叙述するのか（その 2） 幕末の理解
第７回：小テスト F1 の小括
第８回：歴史学のルール（その 1） 歴史修正主義
第９回：歴史学のルール（その 2） 実証・データによる事実の確定
第 10 回：現代歴史学とは（その 1） 現代社会を相対化する
第 11 回：現代歴史学とは（その 2） さまざまな史料・資料
第 12 回：現代歴史学とは（その 3） 多様な歴史叙述 個人史 文化史
第 13 回：小テスト F2 の小括
第 14 回：エピローグ
定期試験

３.履修上の注意
考え続ける時間となる。毎回のリアクションペーパー（レポート）の提出，2 回の小テスト，定期試験を実施する。
まったく新たな視点と、最新の研究成果から歴史学を学び、独自の見解を構築し、アウトプットする力をつける講座である。
せっかく情コミに入学したのだから勉強しよう。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
復習中心となる。

５.教科書
毎回，レジュメを用意する。

６.参考書
参考書・参考資料等
東京歴史科学研究会『歴史を学ぶ人々のために』岩波書店，2017 年

７.成績評価の方法
学生に対する評価
①定期試験 50％
②２回のミニテスト 20％
③毎回のレポート（リアクションペーパー）

30％

８.その他
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自然科学

168

科学技術史

小山

俊士

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)STS141J

１.授業の概要・到達目標
科学技術の歴史の全体を視野に入れるが，その中でも現代もっとも影響力の大きな科学技術といってよいコンピュータに注
目して，その基礎となる情報と通信に関する科学・技術の歴史を中心に講義をしていく。狭義のコンピュータだけではなく，
そこに使われるアルゴリズムや計算に関する科学，機械や電子回路の技術について，それらが生まれた背景にある思想や哲学，
社会との関係も考慮しながら扱う予定である。
現代社会のあらゆる場面で使われている科学技術について，歴史を通じた理解を深めることを意図している。特に，数と計
算，論理とアルゴリズム，情報コミュニケーション，エレクトロニクスについて，その起源や発展の過程，社会における役割を
知ることを到達目標とする。

２.授業内容
第１回ａ：イントロダクション－科学技術史を学ぶ理由
ｂ：科学技術の特徴
第２回：数の発生と位取り記数法
第３回：古代ギリシアの論証的学問
第４回：アラビアの科学と中世ヨーロッパ
第５回：天文学と科学革命
第６回：地図と測量
第７回：機械を用いた計算
第８回：帝国主義と電信
第９回：電磁気学と無線通信
第 10 回：電力と原子力
第 11 回：コンピュータの誕生
第 12 回：数理科学と人工知能
第 13 回：半導体と集積回路
第 14 回：インターネット

３.履修上の注意
科学や技術に関する知識は前提としない。必要な基礎知識は講義で説明するので，未知の内容でもその場で考え，理解するこ
と。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
前の回の講義で配付するプリントを読み直しておくこと。分からない用語については，参考書や事典，インターネット等で調
べること。

５.教科書
特に定めない。

６.参考書
第１回はなし。第２回から 14 回は次の本を参考にする。
第２回：『古代の精密科学』ノイゲバウアー著，矢野道雄・斎藤潔訳（恒星社厚生閣）
第３回：『ユークリッド原論』中村幸四郎・寺阪英孝・伊東俊太郎・池田美恵訳（共立出版）
第４回：『一六世紀文化革命 1』山本義隆（みすず書房）
第５回：『コペルニクス革命』トーマス・クーン（講談社学術文庫）
第６回：『数量化革命』クロスビー著（紀伊國屋書店）
第７回：『科学の花嫁』ベンジャミン・ウリー著（法政大学出版局）
第８回：『ヴィクトリア朝時代のインターネット』トム・スタンデージ著（NTT 出版）
第９回：『電子の巨人たち 上』ディーン・マツシゲ著（SOFTBANK）
第 10 回：
『原子爆弾の誕生』上下，ローズ著（紀伊國屋書店）
第 11 回：
『コンピューター200 年史』キャンベル・ケリー，アスプレイ著（海文堂出版）
第 12 回：
『コンピュータ理論の起源 第 1 巻 チューリング』
（近代科学社）
第 13 回：
『モダン・コンピューティングの歴史』ポール・E. セルージ著（未来社）
第 14 回：
『インターネットをつくる』J. アバテ著（北海道大学出版会）

７.成績評価の方法
講義内容の理解度を確認するため，小テストを実施する。
講義で紹介した事項の一つについて，より詳しく調べてレポートを作成することを課す。
小テストの合計を 60％，レポートを 40％で評価する。

８.その他
特になし。
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環境生物学

岡田

久子

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)BBI181J

１.授業の概要・到達目標
（概要）
地球に生まれた生物はどのような環境で進化してきたか。45 億年の地球の歴史，38 億年の生物の歴史を振り返り，生物と自然
環境との相互作用を考えます。地球上のあらゆる環境はそれぞれの地形と歴史に育まれたもので、わが国の主要な自然である
里山や湖・河川などを対象に生物多様性の重要さを理解します。
（到達目標）
現代は生命の歴史始まって以来の大量絶滅の時代であることを知り、環境に適応してきた生物のあり方を理解します。
この生物多様性の危機を救い、健全な生態系の維持に必要な生態学的なシステム思考を身につけます。
基礎的な知識を習得するだけでなく、実例をもとに生物多様性の保全のあり方を自分のものとします。

２.授業内容
第１回：なぜ環境生物学を学ぶのか
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：生物多様性とはなにか
第９回：生物多様性を感じる、紅葉
第 10 回：歴史のなかの里山
第 11 回：都市近郊のなりたち
第 12 回：森川海のつながり
第 13 回：生態系の保全と復元
第 14 回 a のみ：生物多様性国家戦略から学ぶ

３.履修上の注意
生物多様性や自然保護に関するニュースの背景に関心をもつこと。明治大学のキャンパスとその周辺の自然について見なお
しておくこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業で示した内容を調べておく。

５.教科書
使用しない。資料を配布する。

６.参考書
『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）

７.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。

８.その他
講師控室（オフィスアワー：授業の前後 1 時間）
E-mail: hokada@meiji.ac.jp
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情報科学

山崎

浩二

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INF111J

１.授業の概要・到達目標
コンピュータをより有効に活用するためには，情報とコンピュータに関する理解を深めることが重要である。本授業では，
コンピュータで扱う情報とは何か，コンピュータとはどのような機械か，情報を処理する仕組みはどのようなものか，という
ことについて学習することを通して，情報の科学的な知識を獲得することを目的とする。

２.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

情報とは何か
コンピュータの歴史
コンピュータの動作原理
コンピュータの設計
コンピュータの動作
情報と符号
ソフトウェアとは
OS とは
インターネットの仕組み
インターネット上の危険
クラウド
機械学習とは（１）
機械学習とは（２）
まとめ

３.履修上の注意
特になし

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Oh-o! Meiji 上の授業資料に事前に目を通しておくこと。復習として，授業資料を読み直し，不明な点は授業で質問すること。

５.教科書
使用なし。

６.参考書
使用なし。

７.成績評価の方法
平常点 40% レポート
基礎的知識，理解力

60% （定期試験は行わない）

８.その他
特になし
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情報検索論

橋本

渉

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INF141J

１.授業の概要・到達目標
本講義では，情報検索について，情報工学的な理解のみならず，社会情報学や図書館情報学，さらにはより原理的な情報へ
の理解をふまえて，多角的な視座から講義を行う。
情報環境が高度化した現代社会において，多くの生活領域において情報検索という活動が欠かせないものとなった。しかし，
たとえば Google などのサーチエンジンで何気なく情報検索活動を行いつつも，その背後にある原理にまで意識が及ぶことは少
ないであろう。一言に情報検索と言っても，そこには様々な理論と実践が関わっている。情報検索を可能にしている仕組みと
は何か。そして，情報検索のシステムは，今日の情報社会をどのように支えているのか。実践的な検索のスキルを高めるとと
もに，以上のような考察を通じて，
「情報検索を支える」仕組みと「情報検索が支える」仕組みという複合的な視点から情報検
索への理解を深めることで，情報検索をめぐる技術と社会の在り方を展望することとする。
到達目標として，サーチエンジンやデータベースをめぐる最新の応用事例を違和感なく理解できるだけの基本的理解を深め
ていく。また，情報検索論への理解を深めることで検索技術の背後にある思想的背景にまで接近することを目標とする。

２.授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：情報検索の実際（1）サーチエンジン（1）基礎概念
第３回：情報検索の実際（2）サーチエンジン（2）応用技術
第４回：情報検索の実際（3）サーチエンジン（3）社会的含意
第５回：情報検索の実際（4）データベース（1）基礎
第６回：情報検索の実際（5）データベース（2）概念設計
第７回：情報検索の実際（6）データベース（3）論理設計
第８回：中間まとめ
第９回：情報検索の実際（7）各種の情報検索
第 10 回：情報検索の理論（1）検索の基礎理論
第 11 回：情報検索の理論（2）検索の過程と評価
第 12 回：情報検索の理論（3）情報概念の系譜
第 13 回：情報検索の理論（4）情報，意味，認知
第 14 回：a：まとめ
b：試験

３.履修上の注意
講義科目であるから，私語を謹んで授業参加すること。ただし，講義でのディスカッションでは積極的に参加してもらいたい。
また，授業内での課題があるため，出席が強く求められる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回で与えられる課題を次の授業までにこなしておくこと。

５.教科書
特定の教科書は用いず，プリントを配布する。

６.参考書
河島茂生編『図書館情報技術論』
（ミネルヴァ書房, 2013）
市古みどり，上岡真紀子，保坂睦著『資料検索入門 レポート・論文を書くために』
（慶応義塾大学出版会，2014）

７.成績評価の方法
授業内課題 60%，期末試験 40%。

８.その他
特になし
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地球環境科学〔Ｍ〕

石川

幹人

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)EPS116J

１.授業の概要・到達目標
【本授業はメディア授業（オンデマンド配信）である】
（概要）
地球に生まれた人間はどのような環境で進化してきたか。45 億年の地球の歴史，38 億年の生物の歴史を振り返り，人間と自然
環境との相互作用を考えます。
とくに，地球の構造と地表での生物圏の成立とに重きを置いて学びます。企業研究所およびシンクタンクでの 10 年以上の実務
経験をもとに，具体的な実験教材を駆使して体感的に解説します。
（到達目標）
次のような事柄が身に付きます。
・地球環境と，その環境に適応してきた生物のあり方
・人類の歴史と将来について見通す視点
・地球規模のリスクに向き合う心構え
・ＳＤＧｓなどの全地球的取り組みの現状
・環境問題の背景を理解するのに必要な科学的知識
なお，気象予報士の試験に挑戦する場合，勉強のヒントにもなります。

２.授業内容
「地球環境科学」～人間が生きる地球環境の変化を知る～
○地震や噴火などの災害研究の進展に注目
（１）地球の誕生と生物種の盛衰
（２）地球の大きさと内部構造を知る
（３）プレートテクトニクスの発見
（４）日本列島の特徴
（５）水や風による地形変化
○台風や竜巻などの災害への対処法に注目
（６）気候変動による地形変化
（７）地球の電磁気現象
（８）大気～光と熱の作用
（９）気象現象１～熱の循環
（10）気象現象２～圧力と風
○人間の活動と地球環境との相関に注目
（11）資源とエネルギー
（12）環境問題と国際協調
（13）環境問題と科学の関わり～環境科学
（14）地球科学と人間科学の比較
※すべての授業回を、メディア授業（オンデマンド型）により実施する。

３.履修上の注意
本授業はオンデマンド配信になります。履修ペースを確保するために頻繁に小課題の提出を求めます。
講義テーマは「地球」であって自然科学に位置付けられるが、人間や社会の科学との関連や比較についても講じる。
したがって、高校の理科の延長ではないので、学際的な学問の履修と考えてほしい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回指定の授業資料にもとづいて十分な予習・復習をしたうえで，オンデマンド授業を着実にこなしてください。
予習・復習で生じた疑問に関しては、オーメイジのディスカッション機能で質疑応答を行います。

５.教科書
指定した情報にもとづいてネット上の授業資料を閲覧します。
一部の授業資料はオンデマンド配信します。

６.参考書
二宮『気象と地球の環境科学［改訂３版］
』オーム社
谷合『地球・生命～138 億年の進化』サイエンス・アイ新書

７.成績評価の方法
６回提出する小課題によって 100％評価する。各回の締切に遅れないように注意せよ。
小課題では，授業内容の本質的な理解の程度を評定する。

８.その他
オーメイジのディスカッション機能で学生どうしの議論を行います。
また，ＺＯＯＭによる教員のオフィスアワーも随時開催します。

173

脳科学〔Ｍ〕

石川

幹人

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)CBI126J

１.授業の概要・到達目標
【本授業はメディア授業（オンデマンド配信）である】
（概要）
脳科学は，あなた自身の人間としての本質に迫ります。生物学や神経生理学の知見をもとに人間心理の探究を進めながらも，
脳をめぐる科学世界観によって，人間らしさや自由意志，自覚的な意識などがないがしろにされていないかを省察します。企
業研究所およびシンクタンクでの 10 年以上の実務経験をもとに，人間の組織行動の具体例をふまえて解説します。
（到達目標）
次のような事柄が身に付きます。
・自然環境や社会環境に適応してきた心の構造のあり方
・脳の機能と，脳研究の現状と限界
・人間の心理過程の情報論的な理解
・人間社会を形成するうえでの意識の役割
将来，人間の研究を目指す方には必須の授業です。

２.授業内容
「脳科学」～意識や心の座としての器官の解明～
○脳の構造と心の由来
（１）脳科学の２つの前提
（２）脳の神経細胞（ニューロン）
（３）脳科学の研究方法～部位研究
○脳で心が説明できるか
（４）脳内の分業～私の中の他者？
（５）視覚優位の脳
（６）諸感覚と複合作用
○個性も脳で決まるのか
（７）脳による身体調節
（８）感情の機能と由来
（９）知能の由来
○社会を作る人間～社会脳
（10）二重過程理論
（11）意識を支える脳機能
（12）社会性を支える脳機能
○まとめ
（13）睡眠と脳～意識の自覚をめぐって
（14）脳科学からみた情報コミュニケーション
※すべての授業回を、メディア授業（オンデマンド型）により実施する。

３.履修上の注意
本授業はオンデマンド配信になります。履修ペースを確保するために頻繁に小課題の提出を求めます。
脳科学といっても理科や数学の知識は必要ありません。
文科系・理科系の共通の教養的内容です。理科系が苦手な方こそ歓迎です。
なお，本授業には生殖に関するセクシャルな表現が一部に含まれます。不快に感じるという方は十分注意のうえ履修申請して
ください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回指定の授業資料にもとづいて十分な予習・復習をしたうえで，オンデマンド授業を着実にこなしてください。
予習・復習で生じた疑問に関しては、オーメイジのディスカッション機能で質疑応答を行います。

５.教科書
指定した情報にもとづいてネット上の授業資料を閲覧します。
一部の授業資料はオンデマンド配信します。

６.参考書
ガザニガ、
『＜わたし＞はどこにあるのか～ガザニガ脳科学講義』
、紀伊国屋書店

７.成績評価の方法
６回提出する小課題によって 100％評価する。各回の締切に遅れないように注意せよ。
小課題では，授業内容の本質的な理解の程度を評定する。

８.その他
オーメイジのディスカッション機能で学生どうしの議論を行います。
また，ＺＯＯＭによる教員のオフィスアワーも随時開催します。
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ＮＰＯ論

塚本

一郎

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC341J

１.授業の概要・到達目標
授業は，公益活動の民間の担い手としての非営利組織（nonprofit organizations: NPO）の組織的特徴や役割について理解
を深めることを目的としている。特定の学問分野のみに依拠するのではなく，経済学や社会学，政治学など，学際的アプロー
チから，NPO が世界的に台頭してきた背景，営利企業や政府とは区別される組織的特徴，その期待される役割や社会的インパク
トについて考えたい。NPO の特徴を活かして，具体的にどのような社会課題に取り組むことができ，また，どのような政府や企
業等の連携が必要かについて議論が可能なほどの知識を習得することを目標としたい。

２.授業内容
１．NPO（民間非営利組織）とは何か
２．NPO の台頭の理論的説明：経済理論
３．NPO の台頭の理論的説明：政治理論
４．NPO の法制・税制
５．NPO と政府との協働
６．NPO と政府との協働の課題
７．企業の社会的責任（CSR）
８．企業の社会的責任とマーケティング
９．NPO と企業との協働の意義と課題
10．NPO とソーシャル・エンタープライズ
11．社会的インパクト投資―社会貢献債券など
12．ソーシャルインパクト・ボンドの意義と課題
13．インパクト評価
14．インパクト評価の課題

３.履修上の注意
知識の習得が第一ではあるが，論理的思考や課題解決能力の習得も狙いとしている。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業で扱った参考文献やデータを調べてみること。シラバスに「参考書」として記載した文献は予習にもなり，また課題レポ
ート用の教材とする予定なので，読了しておくこと

５.教科書
講義の際に資料を配布。
教科書は使用しないが，毎回，パワーポイント等で講義を行う。講義の簡単な概要（PPT の抜粋）をプリントとして配布する。

６.参考書
・塚本一郎・金子郁容編著『ソーシャルインパクト・ボンドとは何か』ミネルヴァ書房。
・塚本一郎・関正雄編『SDGｓ時代のインパクト評価と社会イノベーション』第一法規.。

７.成績評価の方法
原則として定期試験（80%）
，レポート（20％）で評価する。

８.その他
特になし。
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家族と法Ⅰ

武田

政明

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW361J

１.授業の概要・到達目標
結婚，離婚，養子縁組，高齢者の生活等において生ずる家族法が関わる諸問題から重要なものを取り上げ，それらに適用さ
れる法律の規定について，なぜそのような内容として規定されたのか，実際にどのように解釈・適用されているのか，現在ど
のような問題があり，将来的にはどのような解決が望まれるかについて講義する。
本講義は，家族に関する法の適用においては，問題がどのようなものであっても，個人の尊重，男女平等の理念が貫徹され
ているものでなくてはならないという人権感覚を具体的事例を通して修得することを目標とする。

２.授業内容
第１回：家族に関する法の存在意義と強行法規性
第２回：家族法の指導理念と憲法
第３回：国の平和と家族法
第４回：親族とその機能、親族の範囲
第５回：親族の種類 血族 配偶者 姻族
第６回：親族関係の発生（1） 自然血族
第７回：親族関係の発生（2） 法定血族
第８回：親族関係の終了（1） 死亡 婚姻 姻族（1）
第９回：親族関係の終了（2） 姻族（2） 法定血族
第 10 回：婚姻総説 婚約 内縁
第 11 回：婚姻の形式的要件（1） 届出の方式
第 12 回：婚姻の形式的要件（2） 届出の法的性質
第 13 回：婚姻の実質的要件（1） 婚姻意思 婚姻適齢 重婚の禁止 再婚禁止期間
第 14 回：婚姻の実質的要件（2） 近親婚の禁止 婚姻の無効と取消し

３.履修上の注意
講義の内容を，ただ単に聞き覚えるだけでなく，法の適用による解決が，変動が激しい社会において実際に生活をしている
人達にとって，本当に納得する結論となり得ているか等，批判の精神をもって理解に努めることが要求される。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習は，毎回の講義において，次回で講義する項目，考えておくべき事柄を述べるので，その内容について調べておくこと
である。復習は，毎回の講義内容を記したノート，参考書を読み返して，理解を確実なものにすることである。

５.教科書
教科書は，特に使用しない。

６.参考書
簡潔な記載のものとして『ワンステップ民法』宮本健蔵編著（嵯峨野書院）2022 年，少し詳しく解説してあるものとして『新
プリメール民法５ 家族法（第 2 版）
』床谷文雄・神谷遊等著（法律文化社）20 年をあげておく。

７.成績評価の方法
小論文形式の学期末試験によって評価する（比率 100％）
。

８.その他
家族と法Ⅰのみの履修を可とする。法律について全くの初学者であっても，講義を聴いているならば，教科書に頼らなくて
もく十分に理解できる内容の講義をする。学期末の試験は，法律一般についての専門的な知識を有していないことを前提とし
て，毎回の授業に出席してノートをとっているならば，特段の準備をする必要のない内容の問題を出題する。
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家族と法Ⅱ

武田

政明

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW361J

１.授業の概要・到達目標
婚姻および離婚の要件・効果，子どもの権利と親の子に対する義務，高齢者のための後見制度や扶養問題等，家族に関する
法を理解するために不可欠な制度・規定について，それらがなぜ採用され現在ある内容として定められたのか，実際にどのよ
うに解釈・適用されているのか，現在どのような問題があり，将来的にはどのような改正が望まれているのか等について講義
する。
本講義は，受講者が家族に関する問題に向き合うときに必要となる法的基礎知識を，具体的事例を通して実践的に修得する
ことを目標とする。

２.授業内容
第１回：婚姻の効果（1） 夫婦の身上に関する一般的効果
第２回：婚姻の効果（2） 夫婦の財産に関する効果
第３回：婚姻の効果（3） 夫婦財産制
第４回：婚姻の解消（1） 離婚手続
第５回：婚姻の解消（2） 離婚法の変遷 各国の立法
第６回：婚姻の解消（3） 離婚の効果
第７回：父子関係（1） 実子 嫡出の推定
第８回：父子関係（2） 嫡出の否認 推定されない嫡出子
第９回：父子関係（3） 推定の及ばない子 親子関係不存在確認の訴え
第 10 回：父子関係（4） 任意認知 母の認知 認知の無効と取消し
第 11 回：父子関係（5） 強制認知 認知の効果 準正
第 12 回：養子縁組（1） 普通養子縁組 形式的要件 届出
第 13 回：養子縁組（2） 普通養子縁組 実質的要件
第 14 回：養子縁組（3） 特別養子縁組 後見 扶養

３.履修上の注意
家族と法Ⅰで学んだ内容が，Ⅱで学ぶことの内容を理解するために必要となるので，Ⅰを学んだ者のみが履修できることと
する。
講義の内容をただ単に聞き覚えるだけでなく，法の適用による解決が変動が激しい社会において実際に生活をしている人達
にとって，本当に納得する結論となり得ているか等，批判の精神をもって自ら検討しながら理解に努めることが要求される。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習は，毎回の授業において，次回で講義する項目，考えておくべき事柄を述べるので，その内容について調べておくこと
である。復習は，毎回の講義内容を記したノート，参考書を読み返して，理解を確実なものにすることである。

５.教科書
教科書としては，特に指定しない。

６.参考書
簡潔な記載のものとして『ワンステップ民法』宮本健蔵編著（嵯峨野書院）2022 年，少し詳しく解説してあるものとして『新
プリメール民法５ 家族法（第 2 版）
』床谷文雄・神谷遊等著（法律文化社）2020 年をあげておく。

７.成績評価の方法
小論文形式の学期末試験によって評価する（比率 100％）
。

８.その他
家族と法Ⅱの履修にはⅠの修得（履修申請）が必要である。学期末の試験は，法律一般についての専門的な知識を有してい
ないことを前提として，毎回の授業に出席してノートをとっているならば，特段の準備をする必要のない問題を出題する。
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行政法と行政過程Ⅰ

清水

晶紀

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW321J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
税金の徴収から自然公園の管理に至るまで，現代社会において行政は，色々なレベルで我々の市民生活，社会活動に密接に関
連しています。その結果，行政を統制する法である行政法も，
「犬も歩けば行政法にあたる」と言われるほど，我々の身の回り
にあふれています。
この科目では，行政法のうち，行政組織，行政作用のあり方を規定する法令を検討しますが，憲法，民法，刑法などとは異な
り，
「行政法」という法律が存在するわけではないので，個別法令に共通する法原則を，行政活動の実施過程に着目しつつ学ぶ
ことになります。
【到達目標】
行政が従わなくてはならない約束事は何なのかを理解し，日常の新聞報道等を「行政法的視点」で説明できるようになること。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
１．イントロダクション/行政法とは何か(対面授業１)
２．行政作用の担い手①－行政組織をめぐる基礎概念・国家行政組織と地方行政組織（メディア授業〔オンデマンド型〕１）
３．行政作用の担い手②－主要論点の解説（対面授業２）
４．行政法の基本原則①－法律による行政の原理・行政裁量（メディア授業〔オンデマンド型〕２）
５．行政法の基本原則②－主要論点の解説（対面授業３）
６．
「法律による行政の原理」の手続的補完①－適正手続・情報アクセス（メディア授業〔オンデマンド型〕３）
７．
「法律による行政の原理」の手続的補完②－主要論点の解説（対面授業４）
８．行政作用の諸形式①－行政行為（メディア授業〔オンデマンド型〕４）
９．行政作用の諸形式②－主要論点の解説（対面授業５）
10．行政作用の諸形式③－行政立法・行政指導（メディア授業〔オンデマンド型〕５）
11．行政作用の諸形式④－主要論点の解説（対面授業６）
12．行政作用の諸形式⑤－行政調査・即時強制・義務履行確保（メディア授業〔オンデマンド型〕６）
13．行政作用の諸形式⑥－主要論点の解説（対面授業７）
14．
（a のみ）まとめ（メディア授業〔オンデマンド型〕７）
＊講義内容はシラバス執筆時点の予定であり，必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
・
「人権と憲法」
「財産と法」の各科目を履修すると，より理解が深まります。なお，担当教員としては，
「行政法と行政過程Ⅱ」
を履修することを強く望みます。
・この科目は，クォーター（７週）完結型授業です。週に２コマの授業を，対面授業１コマとオンデマンド型メディア授業１コ
マにて実施します。
・メディア授業では，
「前回の小テストの解説動画＋ワンポイント動画＋レジュメ」を配信します。毎週水曜日に Oh-o!Meiji を
通じて配信しますので，次回の対面授業の日までに必ず受講してください。
・対面授業（毎週火曜日１限）では、前回のメディア授業で扱った内容に関わる主要論点を解説します。授業終了時に、 Oho!Meiji にて小テストを出題しますので，当日中に回答するようにしてください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：下記教科書・参考書の該当部分を読む。
復習：レジュメを熟読し，小テストで理解度を確認する。

５.教科書
宇賀克也＝交告尚史＝山本隆司編『行政判例百選Ⅰ〔第 7 版〕
』
（有斐閣・2017）
。予習復習の便宜のため，レジュメには，板垣・
後掲書の該当ページを示すことにします。

６.参考書
詳細については初回の授業で説明しますが，独力で読み進められる参考書として，板垣勝彦『公務員を目指す人に贈る行政法
教科書』
（法律文化社・2018）
，原田大樹『グラフィック行政法入門』
（新世社・2017）
，藤田宙靖『行政法入門〔第 7 版〕
』
（有斐
閣・2016）を紹介しておきます。

７.成績評価の方法
小テスト 15 点×6 回＝90 点（対面授業２・３・４・５・６・７回時）
。
平常点（授業全体の感想提出）10 点。

８.その他
行政法は，司法試験や行政書士試験といった資格試験や，多くの公務員試験において，必修の試験科目となっています。
「行政
法と行政過程Ⅰ・Ⅱ」では，これら試験の受験希望者にも役立つように，行政法学の通説的な体系に沿って講義を行う予定で
す。
「行政法と行政過程Ⅰ」の内容は，通説的体系における「行政法総論」に該当します。
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行政法と行政過程Ⅱ

清水

晶紀

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW321J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
税金の徴収から自然公園の管理に至るまで，現代社会において行政は，色々なレベルで我々の市民生活，社会活動に密接に関
連しています。その結果，行政を統制する法である行政法も，
「犬も歩けば行政法にあたる」と言われるほど，我々の身の回り
にあふれています。
この科目では，行政法のうち，行政作用によって損害を被った市民の救済ルールを検討します。法的救済の内容としては，行
為の是正と金銭補填が考えられるため，前者に関するルールである行政争訟法と後者に関するルールである国家補償法を，行
政活動の実施過程に着目しつつ学ぶことになります。
【到達目標】
私たち市民が各々の救済を求めるためにクリアすべきルールを理解し，日常の新聞報道等を「行政法的視点」で説明できるよ
うになること。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
１．イントロダクション/行政救済法の全体像（対面授業１）
２．取消訴訟①－処分性・原告適格・訴えの利益（メディア授業〔オンデマンド型〕１）
３．取消訴訟②－主要論点の解説（対面授業２）
４．取消訴訟③－客観的訴訟要件・審理手続・判決・仮の救済（メディア授業〔オンデマンド型〕２）
５．取消訴訟④－主要論点の解説（対面授業３）
６．その他行政訴訟①－取消訴訟以外の抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟（メディア授業〔オンデマンド型〕３）
７．その他行政訴訟②－主要論点の解説（対面授業４）
８．行政上の不服申立て①－審査請求の概要と要件・審査請求の手続（メディア授業〔オンデマンド型〕４）
９．行政上の不服申立て②－主要論点の解説（対面授業５）
10．国家補償①－国家賠償法 1 条（メディア授業〔オンデマンド型〕５）
11．国家補償②－主要論点の解説（対面授業６）
12．国家補償③－国家賠償法 2 条・損失補償・国家補償の谷間（メディア授業〔オンデマンド型〕６）
13．国家補償④－主要論点の解説（対面授業７）
14．
（a のみ）まとめ（メディア授業〔オンデマンド型〕７）
＊講義内容はシラバス執筆時点の予定であり，必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
・「人権と憲法」
「財産と法」
「紛争解決システム論」の各科目を履修すると，より理解が深まります。
・この科目は，クォーター（７週）完結型授業です。週に２コマの授業を，対面授業１コマとオンデマンド型メディア授業１コ
マにて実施します。
・メディア授業では，
「前回の小テストの解説動画＋ワンポイント動画＋レジュメ」を配信します。毎週水曜日に Oh-o!Meiji を
通じて配信しますので，次回の対面授業の日までに必ず受講してください。
・対面授業（毎週火曜日１限）では、前回のメディア授業で扱った内容に関わる主要論点を解説します。授業終了時に、 Oho!Meiji にて小テストを出題しますので，当日中に回答するようにしてください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：下記教科書・参考書の該当部分を読む。
復習：レジュメを熟読し，小テストで理解度を確認する。

５.教科書
宇賀克也＝交告尚史＝山本隆司編『行政判例百選Ⅱ〔第 7 版〕
』
（有斐閣・2017）
。予習復習の便宜のため，レジュメには，板垣・
後掲書の該当ページを示すことにします。

６.参考書
詳細については初回の授業で説明しますが，独力で読み進められる参考書として，板垣勝彦『公務員を目指す人に贈る行政法
教科書』
（法律文化社・2018）
，藤田宙靖『行政法入門〔第 7 版〕
』
（有斐閣・2016）を紹介しておきます。

７.成績評価の方法
小テスト 15 点×6 回＝90 点（対面授業２・３・４・５・６・７回時）
。
平常点（授業全体の感想提出）10 点。

８.その他
行政法は，司法試験や行政書士試験といった資格試験や，多くの公務員試験において，必修の試験科目となっています。
「行政
法と行政過程Ⅰ・Ⅱ」では，これら試験の受験希望者にも役立つように，行政法学の通説的な体系に沿って講義を行う予定で
す。
「行政法と行政過程Ⅱ」の内容は，通説的体系における「行政救済法」に該当します。
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金融システム論Ⅰ

小早川

周司

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ECN361J

１.授業の概要・到達目標
（目的・狙い）
金融（ファイナンス）の基礎的な内容を解説するとともに，金融機関や金融市場の役割，さらには金融と情報技術の融合（フィ
ンテック）といった最近の金融システム・制度を取り巻く新たな動きについて講義します。受講者は，社会人生活に欠かせな
い金融サービスや多様な金融機関の役割について理解を深めることを通じて，長い目で見た自らの資産形成にあたっての基礎
を身につけることを狙いとします。
（授業概要）
家計の貯蓄と資産運用，企業の投資と資産調達，金融の基本的仕組み，金融機関と金融市場の役割，金融システムとプルーデ
ンス政策等について解説します。

２.授業内容
第１回目
第２回目
第３回目
第４回目
第５回目
第６回目
第７回目
第８回目
第９回目
第 10 回目
第 11 回目
第 12 回目
第 13 回目
第 14 回目

イントロダクション：金融と金融取引
資金循環統計からみた金融
金融機関の役割
銀行の機能：貨幣，信用創造
銀行の機能：決済の仕組み
銀行の機能：貸借対照表，損益計算書
証券会社，保険会社の機能
金融システムの安定性とプルーデンス政策
金融市場の役割，国内金融市場を巡る最近の話題
家計の金融資産選択
金融と情報技術の融合（フィンテック）
ブロックチェーン（分散型台帳）技術
貨幣の将来像
ラップアップ：多様化する金融サービス

３.履修上の注意
上記の授業計画は，半期間に取り扱う内容をおおまかに配分したものです。実際には，各回の進捗度合いに応じて改訂されま
す。なお，講義の内容はできるだけ平易な内容とし，ミクロ・マクロ経済学が未修得でも理解できるようにします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回の講義で使うレジュメをみながら予習・復習してください。

５.教科書
特に定めません。

６.参考書
参考文献は，各回の授業において紹介します。

７.成績評価の方法
期末試験（80％＜持ち込み不可＞）
，授業貢献度（20％）を総合的に勘案し，評価します。

８.その他
特にありません。
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金融システム論Ⅱ

小早川

周司

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ECN361J

１.授業の概要・到達目標
（目的・狙い）
金融と情報技術の融合に関する最近の動きを中心に講義します。主として，ブロックチェーンとその要素技術について学ぶと
共に，新しい形態の通貨や支払い手段である暗号資産，ステーブルコイン，中央銀行デジタル通貨について，内外の取り組み
について講義します。さらに，キャッシュレス化を巡る官民の取り組みについても解説します。受講者は，これらの知識への
理解を深めることを通じて，将来のキャリアパスの足掛かりをつかむことを狙いとします。
（授業概要）
ブロックチェーンを支える要素技術，その応用としての暗号資産，ステーブルコイン，中央銀行デジタル通貨等について解説
します。また，通貨やキャッシュレス決済を支える金融インフラの高度化に向けた取り組みを紹介します。

２.授業内容
第１回目
第２回目
第３回目
第４回目
第５回目
第６回目
第７回目
第８回目
第９回目
第 10 回目
第 11 回目
第 12 回目
第 13 回目
第 14 回目

イントロダクション：金融と情報技術の融合
ブロックチェーン（分散型台帳技術）とは何か
ハッシュ関数とハッシュ値：基本原理と応用
共通鍵暗号と公開鍵暗号（RSA 暗号）方式
ブロックチェーンの応用と課題
暗号資産を巡る動き
ステーブルコインとは何か：リブラ，ディエム
中央銀行デジタル通貨とは何か：概論
中央銀行デジタル通貨とは何か：各国の取り組み
中央銀行デジタル通貨とは何か：日本の取り組み
キャッシュレスを巡る動き：決済の基本原理
キャッシュレスを巡る動き：金融インフラの高度化
貨幣の将来像
ラップアップ：多様化する金融と技術革新の融合

３.履修上の注意
上記の授業計画は，半期間に取り扱う内容をおおまかに配分したものです。実際には，各回の進捗度合いに応じて改訂されま
す。なお，講義の内容はできるだけ平易な内容としますが，数学の基礎知識を前提とします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回の講義で使うレジュメをみながら予習・復習してください。

５.教科書
特に定めません。

６.参考書
参考文献は，各回の授業において紹介します。

７.成績評価の方法
期末試験（80％＜持ち込み不可＞）
，授業貢献度（20％）を総合的に勘案し，評価します。

８.その他
特にありません。
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現代型犯罪と刑法Ⅰ

阿部

力也

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW351J

１.授業の概要・到達目標
現代社会はさまざまに新しい形態の犯罪を発生させている。経済刑法，環境刑法といった領域の学問的深化がそのことを物
語っている。ある意味，従来の刑法理論では対処しきれない事態が到来しているのかもしれない（インサイダー取引，粉飾決
算，産廃の不法投棄などといった単語を目にしたことがあるだろう。あるいは頻発する通り魔的犯罪にどのようにわれわれの
社会は対応すべきなのか）
。
１・２年次配当の「犯罪と法Ⅰ・Ⅱ」では，
「犯罪」とは何か，そしてその「法的規制」を検討することをテーマとし，まず
犯罪が法的概念として把握されることの必要性およびどのような犯罪においても共通して見出される一般的な成立要件の理解
に主眼を置いてきた。しかし，実際に発生する犯罪は，詐欺罪であり，強盗罪であり，殺人罪である。つまり，われわれは，一
般的要件をふまえて個別的な犯罪成立要件を議論する必要に直面することになる。
「刑法」が総論的議論を経由して各論的な議
論に入るのもこの意味において理解されるわけである。
他方，先の指摘のとおり，従来的な「犯罪各論」としての理解では十分に現代的な事象としての犯罪を捉えきれない場合も
あり得る（むしろその場合の方が多いだろう）。それゆえ，ここでは１つの試みとして，
「刑法」の条文序列に従う講義方法では
なく，
「現代型犯罪」という視点から犯罪を分類・再構成し，それに対応する各刑罰法規の解釈にあたることとしたい。犯罪と
刑罰を考えるということは，何も法学的勉強をすることにのみ止まるものではない。犯罪も社会事象の１つとして考えられる
限り，社会に内在する問題性を指摘しその解決の一端を担うものなのである。ここに，各論を各論としてではなく，
「現代型犯
罪と刑法」として構成することの意味がある。
授業では，できるだけ分かり易い事例を取り上げながら（場合によっては有名な事件）
，現代的な犯罪の特徴を指摘すること
で，受講生のみなさんに，すこしでも刑法という「法律」に興味・関心を持ってもらうことが，この授業の到達目標ということ
になる。

２.授業内容
第１回 講義の目的とスケジュールの確認
第２回 犯罪成立要件とは何か（「犯罪と法」の復習）
第３回 ネット心中事件―殺人罪と自殺関与罪
第４回 熊本水俣病刑事事件―胎児は人として扱われるのか？
第５回 人を殴るとどんな罪になるのか？―傷害罪と暴行罪
第６回 陰惨ないじめ（強制的に人を自殺に追いやると？）―脅迫・強要罪，そして自殺関与罪と殺人罪
第７回 親の反対がある恋人を家に招き入れると？―住居侵入罪
第８回 プライバシー保護の重要性―名誉・信用毀損罪
第９回 幼児虐待の問題性―保護責任者遺棄罪と傷害罪・殺人罪
第 10 回 愉快犯の典型，通り魔的犯行の手段として大勢の人を巻き込む犯罪―放火罪
第 11 回 現代的国家においても公務の保護は重要である―公務妨害罪
第 12 回 しかし保護に値しない公務員もいる？―公務員犯罪
第 13 回 通貨・文書はみんなが信用するから大切だ！―各種の偽造罪
第 14 回 名画「天国と地獄」を見ましたか？―略取・誘拐の罪，そして春学期のまとめ
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
冒頭に復習をするので「犯罪と法」を履修しておく必要性はない。できれば六法（条文）を用意し，教科書および授業で指示
する参考文献を繰り返し読んで欲しい。専門的な法律家になる勉強だけが法律の勉強ではない。現代社会において教養ある市
民として生活するために，
「ものの見方」の１つとしての法的思考を学んでもらいたいと思っている（とくにその重要性はみな
さんも「裁判員」になる可能性があることからも明瞭！）
。
なお，この科目も大学全体の「活動制限指針」に従い対面授業を原則とするが，指針の「レベル」に変更があった場合にはシ
ラバスの補足によって対応するので，履修者の皆さんは，適宜 Oh-o!Meiji のクラスウェブを参照して欲しい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
【準備学習の内容】
授業前に，各回の予め指定されテーマについて講義案の該当部分を 1 回は（最低でも）目を通しておいて欲しい。
【復習すべき内容】
講義案に記載されている基本・重要事項について，授業後にさらに読み込むことで正確に理解できるようにしておいて欲し
い。

５.教科書
阿部力也『刑法各論講義案』
（成文堂）を使用する。

６.参考書
授業のなかで随時指示する。

７.成績評価の方法
定期試験（期間内試験）において 100％評価することを原則とするが、受講生の修得・学習状況を勘案し，場合により「小テ
スト（択一式）」あるいは「中間レポート」を提出させる場合もある。なお，その場合の評価割合は，定期試験 70%，小テスト・
レポート 30％とする。なお後者の場合には事前に告知し，十分に時間的余裕を設定したうえで実施する。なお定期試験におい
ては，基本的知識が整理されているか，法的思考を前提に論理的な展開がなされているか，などを評価のポイントとする。も
っとも，春学期設置科目なので，法的思考の入り口に立ってもらえれば十分であるし，すこしでも法律科目に興味を持っても
らえればこの授業の目的は達成されたことになる。
なお，明治大学活動制限指針のレベルに変更があった場合には，小テスト（30％）と学期末レポート（70％）で評価する。こ
の場合も，十分に事前の周知期間を設けることとする。

８.その他
特になし。
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現代型犯罪と刑法Ⅱ

阿部

力也

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW351J

１.授業の概要・到達目標
従来の「刑法各論」的な講義に見られる条文の序列に従い講義を進めていくのではなく，
「現代型犯罪」という視点から分類・
構成し直された犯罪類型に従って講義を進めていく。現代社会の抱える問題性が最も如実に現れる事象の１つが「犯罪」であ
るという構え方からすると，従来型の手法では十分に「犯罪事象」を考察し得ない場合が多くなってきている。
この講議では，むしろ刑法総論および各論という講学上の区分を意図的に無視することによって，現代社会における犯罪事
象をより的確に把握し，犯罪とその規制に関する効果的な方法を見出すことに帰結するのではないか，と考えている。
たとえば，財産犯罪を条文の順序どおり説明するのではなく，変化する経済情勢が「犯罪の質」を変えていくということに
着目した場合には，
「新しいパターンの財産犯」の出現を想定することになるのであり，構成要件の解釈もこのことをふまえる
必要性があるわけである。
「変化する犯罪」とそれへの対応，変化する対応と従来の「通説」的な理解との対比をつうじて，現代型犯罪の問題性と，現代
社会において果たされるべき「刑法の役割」とは何か，このことを一緒に考え，一定の回答をみなさんと見つけ出すことが，こ
の授業の到達目標ということになる。

２.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

授業の目的とスケジュールの確認
春学期の総括と簡単な復習
財産犯とは何か―財産犯総論１
電気を窃盗する？―財産犯総論２
財産犯の保護法益―財産犯総論３
空き巣や万引きをすると何罪になるか―窃盗罪
ひったくりは何罪？―窃盗罪と強盗罪
死者から物を奪うと何罪？―窃盗罪と強盗罪
振り込め詐欺（特殊詐欺）―だまされる方が悪いのか？―詐欺罪１
ホテルに宿泊し翌朝料金を払わないでフロントを通過すると何罪？―詐欺罪２
あなたは目の前にある他人の物からの誘惑に抗えるか―横領罪と背任罪
物を壊すにもいろんなパターンがあります！―器物損壊罪
すこし司法試験みたいに事例問題を考えてみよう！
秋学期のまとめ

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
できれば六法（条文）を用意し，教科書・参考書をしっかり読み込んで欲しい。とくに出席はとらないが，論理的なつながり
が重要なので必然的に毎回の出席が重要になる。またⅡを履修する場合にはⅠを履修する（もしくは履修中である）こと。
なお，この科目も大学全体の「活動制限指針」に従い対面授業を原則とするが，指針の「レベル」に変更があった場合にはシ
ラバスの補足によって対応するので，履修者の皆さんは，適宜 Oh-o!Meiji のクラスウェブを参照して欲しい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
【準備学習の内容】
授業前に，各回の予め指定されテーマについて講義案の該当部分を 1 回は（最低でも）目を通しておいて欲しい。
【復習すべき内容】
講義案に記載されている基本・重要事項について，授業終了後にすこしでも興味・関心を持てたテーマがあれば，その部分
の読み返して欲しい。すこしでも法律科目に興味・関心を持ち，
「法的思考」というものに馴染んでいただければ十分に授業の
目的は達成されたと思っている。

５.教科書
阿部力也『刑法各論講義案』
（成文堂）を使用する。

６.参考書
授業のなかで随時指示する。

７.成績評価の方法
定期試験（期間内試験）において 100％評価することを原則とするが、受講生の修得・学習状況を勘案し，場合により「小テ
スト（択一式）」あるいは「中間レポート」を提出させる場合もある。なお，その場合の評価割合は，定期試験 70%，小テスト・
レポート 30％とする。なお後者の場合には事前に告知し，十分に時間的余裕を設定したうえで実施する。なお定期試験におい
ては，基本的知識が整理されているか，法的思考を前提に論理的な展開がなされているか，などを評価のポイントとする。あ
くまでも基本中の基本を押さえて頂ければ十分であるし，すこしでも法律科目に興味を持ってもらえればこの授業の目的は達
成されたことになる。
なお，明治大学活動制限指針のレベルに変更があった場合には，小テスト（30％）と学期末レポート（70％）で評価する。こ
の場合も，十分に事前の周知期間を設けることとする。

８.その他
Ⅱの履修にはⅠの履修申請が必要である。
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現代政治学Ⅰ

川島

高峰

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)POL311J

１.授業の概要・到達目標
「現代政治学Ⅰ」では，戦後の日本政治の 75 年間（1945～2020 年）を大観する講義を行う。その際，大局と政局の二つから
理解を深めるようにする。
なお、この講座は，クォーター（7 週）完結型のハイブリッド授業方式〔オンデマンド配信＋対面授業〕により実施される。
4 月に開講し 6 月初旬に終了するものである。
大局とは国際関係における位置づけと時代の転換点の把握である。
近現代史とは，政治・経済のグローバル化の進展の歴史でもあり，このため世界の殆どの国にとって，常に国際政治経済は
国内の政治経済のあり方に大きな影響を与えてきた。従って，この国際政治経済と国内政治経済との関連性を理解しておくこ
とはとても重要である。そして，時代の転換点は，この国際関係ととても大きな因果関係をもって形成される。
この他方，それぞれの国には必ずしも国際動向とは関係のない固有の政治文化や政局，そして，個々の政治家の強烈な個性
といったものがあり，しばしば，それが国際動向とは異なるその国の政治の特色を決める主因となる。このようなグローバル・
システムとか普遍的な要因とは異なる諸要因が政治の展開をより複雑なものにしている。この「日本的なもの」を「政局」とい
う観点から理解につとめる。
冷戦崩壊後，激変が常態化した現代において，大局を把握することは困難であるが，むしろ，そうであればこそ学生は自分
なりの視点や視座を養い日本政治の現代における位置づけを試み，中々，表面化はしない政局について，過去の史実から考察
を深められるようにすることが本講義の到達目標である。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
第１回 導入 大局と政局の理解、日本政治の特徴と米国の対日政策
第２回 東久邇宮内閣と秩序ある降伏，幣原内閣と日本国憲法改正〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第３回 幣原後継の政局と吉田政治の登場
第４回 中道政治をめぐる駆け引きと吉田路線の形成 片山・芦田〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第５回 保守本流の形成と吉田政治の終焉
第６回 鳩山内閣 保守合同による自民党の成立と 1955 年の体制 鳩山・石橋・岸・池田〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第７回 自民党 派閥政治全盛時代、三角大福中 佐藤・田中・三木・福田・大平・中曽根
第８回 ロッキード・スキャンダルと自民党 40 日抗争から中曽根政治へ 鈴木・中曽根〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第９回 経世会支配と嫡流たちの紛擾 金竹小と自民分裂下野 竹下・宇野・海部・宮澤
第 10 回 細川護熙非自民連立から自社連立へ 終焉の時代と小沢（旧田中派）支配 細川・羽田・村山〔メディア授業（オン
デマンド型）
〕
第 11 回 旧田中派支配の終焉 橋本・小渕
第 12 回 清和会支配の始まりと小泉政治 森・小泉・安倍・福田・麻生〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 13 回 自民、再び下野と民主党政権 鳩山・菅・野田〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 14 回 清話会支配の復活と一強他弱、岸田政権と新しい資本主義

３.履修上の注意
この科目は，クォーター（７週）完結型授業です。週に２コマの授業を，対面形式とオンデマンド形式にて実施します。オン
デマンド形式により実施する回については，毎週金曜日に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信するので次回の対面授業の火曜
日までに必ず受講しておくこと。
また「政治とメディア」を合わせて履修することを推奨します。
日本現代史に余りにも無知だとついてこれなくなるのでは？，と心配する学生もいるようですが，興味があれば，講義は物
語のように展開するのでついて来れますよ。また，判らない言葉，用語などは，遠慮なく質問をしてください。
春学期開講の「政治とメディア」の履修を強く推奨いたします。現代政治学Ⅰでは日本政治の政局と原理の展開を私的に理
解していきますが、これにメディアはどんな影響力を行使してきたのかを学ぶことができます。また日本と限らず、一般論と
してメディアと政治の関係について知ることができます。
また秋学期開講の「現代政治学Ⅱ」の履修を推奨します。日本の現代政治史をつき動かしてきた国際政治経済におけるメガ
トレンドとその原理を理解することができます。また現代政治学Ⅰで学んだ日本政治の展開とグローバルな資本主義のトレン
ドとの関係を確認して、理解を深めることができます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
１，２年で政治学を履修していることが望ましいが，履修の要件というわけではない。ネットで講義主題に近そうな情報（誤
情報も含む）を確認しておくと手助けにはなるだろう。youtube 等では，その人の願望を歴史にしているような説明をしている
ものが沢山あるので，講義と比較すると興味深いだろう。なお，wikipedia はかなり精度が高いです。誤りがあっても，すぐに
次々と様々な読み手により改定されていきますからね。

５.教科書
小西徳應・竹内桂・松岡信之『戦後日本政治の変遷』北樹出版（2020）

６.参考書
升味準之輔『日本政治史 1～4』，
『戦後政治 上下』
，
『現代政治
証言ドキュメント『永田町 権力の興亡』NHK 出版
後藤謙次『ドキュメント 平成政治史１～３』岩波書店

上下』以上，東大出版会

７.成績評価の方法
レポート 60％，期末試験もしくは期末レポート（対面実施ができない場合）40％で評価します。
期間中に複数回（3 回以下）
，「経過報告レポート」の提出をしますが，最初に提出したレポートに，次々と書き足してゆき，
最後に，1)コロナ禍のためにオンラインによる場合は，これに「最終報告レポート」を書き足し完成させる，2)対面による試験
実施の場合は，通常試験として「最終報告レポート」を制限時間内に書いて提出するという方式を取ります。なお，
「経過報告
レポート」も，
「最終報告レポート」も，それぞれ課題はともに共通したある目的に向かって作成していく設問になっているの
で，全体として学生は講義受講の成果物を作ることができるようになっています。

８.その他
特になし。
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現代政治学Ⅱ

川島

高峰

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)POL311J

１.授業の概要・到達目標
「現代政治学Ⅱ」では，資本主義は民主主義と共存・両立し得るのかということを主題として講義を行う。格差がかくも拡大
し，日常化していく現代の日本と世界において，また，リーマンズショックのようなグローバルな金融資本主義に翻弄される
日本において，政治は資本主義とどう関わるべきなのか，どんな規制が必要とされるのかは，切実な問題である。
なおこの講座は，クォーター（7 週）完結型のハイブリッド授業方式〔オンデマンド配信＋対面授業〕により実施され、9 月
に開講し 11 月中旬で終了する。
そもそも，マルクスは資本主義をなぜ，批判的に分析し始めたのか，その思想の原点を読み取り，次に資本主義をウェーバ
ー，シュンペータがどうとらえていたかについて学ぶ。三者に共通するのは，資本主義の将来に対する悲観的な捉え方である。
政治（非日常）と経済（予見性）の峻別から資本主義をとらえたマックス・ウェーバーは，官僚制的なものの支配を打破するも
のこそ政治であるとして，共産主義国家を強く批判していた。その後，ソビエト連邦成立と世界恐慌の時代を受けて，シュン
ペターは社会主義という恐慌の危機回避システムも，資本主義の高度化も，共に創造的破壊という本源的な精神エネルギーを
枯渇させるとし，
「いま一つの民主主義」を模索した。ケインズは「有効需要」により悲観的結末を，いわば，延命したと言え
る。
第二次世界大戦後，ソ連も含めた先進諸国は一定水準の工業化段階を達成した状況の説明・解釈とその未来をめぐり，様々
な重要な論点を提出した。脱工業化／情報化ということが成長段階として言われるようになったが，そこでは単に「成長」と
いう概念には収まりきらない，新しい価値や新たな権力構造の指摘が見られた。
「イデオロギーの終焉」
，
「成長の限界」
，
「情報
化」
，
「管理国家」などである。さらにトマ・ピケティは『21 世紀の資本』で，格差拡大の不可避性を世界に提示した。
冷戦崩壊は，社会主義国家が失敗国家であったことを示したが，止むことなき競争と民主主義の問題に直面した世界は，冷
戦崩壊後の新たな世界状況の説明と解釈を求めていた。国連は世界の未来に「MDGs」
，
「SDGs」といった指標を提示した。
近代化／産業化，資本主義化・社会主義化，帝国主義化／国際化，植民地化／欧米化・共産化，冷戦崩壊とグローバル化，情
報化と競争のあり方，方法は目まぐるしく変容し，競争（資本主義）と民主主義をうまく共存・両立させる仕組みや考えについ
て人類は未だその解決や最適値に至ってはいない。その他方，人工知能の発達と未来予測の高度化は競争社会そのものが限界
効用に達する時代（シンギュラリティ）が到来するのではないかと指摘されている。この講座ではこの競争と民主主義をめぐ
る人類の到達段階について，その経緯を段階的に理解・把握できるようになることを目的としている。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
第１回 イントロダクション 俯瞰 20 世紀 第一次世界大戦という世界システム
第２回 ダイジェスト，カール・マルクス『資本論』と冷戦の起源〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第３回 マックス・ウェーバーの資本主義論
第４回 シュンペター『資本主義・社会主義・民主主義』
（1942）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第５回 ケインズ的解決とハイエク 新自由主義とは何か
第６回 ダニエル・ベル『イデオロギーの終焉』
（1960）と大衆社会，資本主義の文化的矛盾〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第７回 英国病と新自由主義，
『脱工業社会の到来』
（1972）とローマクラブ『成長の限界』
（1972）／石油ショック
第８回 ミシェル・フーコー『監獄の誕生』
（1973）と福祉国家の紆余曲折〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第９回 恐怖の均衡からハンチントン『文明の衝突』
（1993），そして 911 後の世界（低強度紛争と対テロ戦争）
第 10 回 人間の安全保障と MDGs／SDGs と最底辺の 10 億人〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 11 回 民主主義と借金，リーマン・ショック後の世界／トマ・ピケティ『21 世紀の資本』
（2014）とニューヨーク・パーク
アベニュー
第 12 回 第三の波から民主主義の後退へ／ポプュリズムの世界的台頭〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 13 回 新冷戦 米中対立と中露の世界システム構想〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 14 回 成長と民主主義，脱成長論，里山資本主義，シェアエコノミー等の新傾向

３.履修上の注意
この科目は，クォーター（７週）完結型授業です。週に２コマの授業を，対面形式とオンデマンド形式にて実施します。
オンデマンド形式により実施する回については，毎週金曜日に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信するので次回の対面授業
の火曜日までに必ず受講しておくこと。
現代政治学Ⅰの履修を推奨する。Ⅰが日本政治の現代史を、Ⅱがこれを支配してきた資本主義の展開についてを学ぶことが、
この講座の本来の意図である。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
世界情勢に興味を持つように。

５.教科書
レジュメを配布します。その中で重要な文献などは紹介します。

６.参考書
講義時に指示します。

７.成績評価の方法
レポート 50％，期末試験もしくは期末レポート（対面実施ができない場合）50％で評価します。
期間中に複数回（3 回以下）
，「経過報告レポート」の提出をしますが，最初に提出したレポートに，次々と書き足してゆき，
最後に，1）コロナ禍のためにオンラインによる場合は，これに「最終報告レポート」を書き足し完成させる，2)対面による試
験実施の場合は，通常試験として「最終報告レポート」を制限時間内に書いて提出するという方式を取ります。なお，
「経過報
告レポート」も，
「最終報告レポート」も，それぞれ課題はともに共通したある目的に向かって作成していく設問になっている
ので，全体として学生は講義受講の成果物を作ることができるようになっています。

８.その他
特になし。

186

公共政策Ａ

塚原

康博

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ECN351J

１.授業の概要・到達目標
本学部は，現代社会に多角的な視点でアプローチでき，現代社会における問題の発見，その分析と解決を行える人材の輩出
を目標としている。現代社会は，民間の家計や企業からなる私的部門，中央政府や地方政府からなる公共部門などから構成さ
れている。本講義では，現代社会において発生する諸問題の解決のために，主に中央政府の果たす役割を考察する。分析のア
プローチは主として経済学を用い，効率と公正の観点から問題の解決策を探る。現代社会は自由社会であり，社会にとって必
要な財やサービスは民間の市場を通じて供給される。それゆえ，現代社会では，民間の市場が大きな役割を果たすが，民間の
市場がうまく機能しない場合があり，市場の失敗と呼ばれる。市場の失敗の是正のためには，政府による介入が認められてお
り，本講義では，公共財，外部効果，独占などの問題を解決するための中央政府による租税政策，支出政策，規制政策などにつ
いて論じる。他方で，政府の介入が事態のさらなる悪化を招く政府の失敗も発生しているが，このことにも言及する。
本講義は，基本的には以下の授業内容に従って進められるが，新聞などの記事を利用して，そのときどきの重要な社会問題
も適宜取り上げ，記事の解説や学生との質疑応答も行う。
本講義では，現代社会においてどのような問題が発生しているのかを学生に理解してもらうこと，問題を発生させる原因，
それを解決すための政策を論理的に考える能力を学生に身につけてもらうことを目指している。

２.授業内容
授業内容の予定は以下のとおりである。
第１回：市場の有効性
第２回：市場の失敗（効率的な資源配分）
第３回：市場の失敗（公平な所得分配，経済の安定化）
第４回：公共財と公共選択
第５回：公共財供給の問題点
第６回：外部経済と補助金政策
第７回：外部不経済と租税政策
第８回：自然独占と価格規制政策
第９回：租税と租税原則
第 10 回：消費財と所得税（生涯を通じた税負担）
第 11 回：消費財と所得税（２つの税の長所と短所）
第 12 回：個別消費税の経済分析
第 13 回：個別消費税と税の帰着
第 14 回：財政赤字と景気安定政策

３.履修上の注意
現代社会における諸問題とその解決に関心のある学生に適しており，社会人として身につけておくべき知識の習得に役立つ。
授業中の質疑応答では，積極的に発言すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業を受ける当たって，配布するプリントおよび参考書，それぞれの該当箇所に目を通しておくこと。社会問題を取り上げた
新聞記事にも目を通しておくこと。また，授業終了後は，ノートと配布するプリントを見直し，理解できない点がある場合は，
参考書を読み直したり，教員へ質問をすること。質問は歓迎する。

５.教科書
重要事項のプリントを配布するので，使用しない。

６.参考書
『エレメンタル現代経済学』金子邦彦編（晃洋書房）
。
『入門現代経済学要論』青木孝子・鑓田亨・安藤潤・塚原康博（白桃書房）
。

７.成績評価の方法
定期試験の点数で評価する。

８.その他
特になし。
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公共政策Ｂ

塚原

康博

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ECN351J

１.授業の概要・到達目標
本学部は，現代社会に多角的な視点でアプローチでき，現代社会における問題の発見，その分析と解決を行える人材の輩出
を目標としている。本講義では，現代社会を特徴づける少子高齢化に焦点を当て，このような現象下での社会保障の問題と地
方創生・地方分権の問題を取り上げる。分析のアプローチは主として経済学を用いる。少子高齢化社会では，年金，医療，介護
などの社会保障政策が重要になるが，これらの政策が必要になる背景，政策の効果や課題について論じる。人口減少と高齢化
の下では，都会よりの地方がその影響を強く受け，地方が疲弊する。したがって，地方創生の視点も重要である。他方で，住民
による自治を強化するための地方分権の視点も重要である。このような問題意識の下，地方が置かれた現状や国と地方の役割
分担のあり方を論じ，現行の諸制度すなわち地方税，国庫支出金，地方交付税，地方債についての意義や効果，課題についても
論じる。
本講義は，基本的には以下の授業内容に従って進められるが，新聞記事などを利用して，そのときどきの重要な社会問題も
適宜取り上げ，記事の解説や学生との質疑応答も行う。
本講義を通じて，学生が少子高齢化社会における社会保障や地方再生・地方分権の問題を理解し，その解決策を論理的に考
える能力を身につけてもらうことを目指している。

２.授業内容
第１回：市場の有効性
第２回：介護政策
第３回：年金政策（年金の財政方式と年金の損得）
第４回：年金政策（賦課方式下の人口変動と世代間の不公平）
第５回：医療政策
第６回：国と地方の役割分担（効率的な資源配分）
第７回：国と地方の役割分担（経済の安定化，公平な所得分配）
第８回：地方分権の意義
第９回：地方政府と租税政策（地方税の概要と問題点）
第 10 回：地方政府と租税政策（今後の地方税のあり方）
第 11 回：地方政府と国の補助金
第 12 回：国庫支出金政策
第 13 回：地方交付税政策
第 14 回：地方債政策

３.履修上の注意
現代社会における諸問題とその解決に関心のある学生に適しており，社会人として身につけておくべき知識の習得に役立つ。
授業中の質疑応答では積極的に発言すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業を受ける当たって，配布するプリントおよび参考書，それぞれの該当箇所に目を通しておくこと。社会問題を取り上げた
新聞記事にも目を通しておくこと。また，授業終了後は，ノートと配布するプリントを見直し，理解できない点がある場合は，
参考書を読み直したり，教員へ質問をすること。質問は歓迎する。

５.教科書
重要事項はプリントを配布するので，使用しない。

６.参考書
『公共経済学（第２版）
』ジョセフ・スティグリッツ著・藪下史郎訳（東洋経済新報社）
。
『エレメンタル現代経済学』金子邦彦編（晃洋書房）
。
『入門現代経済学要論』青木孝子・鑓田亨・安藤潤・塚原康博（白桃書房）
。

７.成績評価の方法
定期試験の点数で評価する。

８.その他
特になし。
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コーポレート・ガバナンスⅠ

水村

典弘

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)MAN321J

１.授業の概要・到達目標
コーポレート・ガバナンスⅠは，(1)現代企業の経営，(2)コーポレートファイナンス（資金調達）の仕組み，(3)株式会社制度
の基本，(4)会社機関とガバナンス，(5)コーポレートガバナンスをめぐる動向について具体例を交えながら説明します。本講
義を履修することによって，
「企業・株式会社とは何か」
「エクイティファイナンスとデットファイナンス」
「会社機関の設計思
想」
「コーポレートガバナンスをめぐって何が議論されてきているのか」についての理解を深めることができます。

２.授業内容
第１回：コーポレート・ガバナンスの論点
第２回：企業責任と経営者の役割
第３回：ＩＰＯ（新規株式公開）の実務とＭ＆Ａの動向
第４回：資金調達－エクイティファイナンス－
第５回：資金調達－デットファイナンス－
第６回：コーポレート・ガバナンスの論点
第７回：会社機関の設計とガバナンスの構造
第８回：取締役会改革の過去と現在
第９回：ESG 要因－機関投資家の圧力とガバナンス改革－
第 10 回：日本版スチュワードシップコード
第 11 回：コーポレートガバナンス・コード（１）
第 12 回：コーポレートガバナンス・コード（２）
第 13 回：現代企業の経営とガバナンス
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
＊社会情勢の変化などに応じて，授業内容の一部を変更することもあります。

３.履修上の注意
経済報道や企業報道（新聞・雑誌，テレビ）に接して，株式会社制度や証券市場の変化に関心を持つように心掛けて下さい。ま
た，本講義で使用する資料の一部には英語資料を含みます。加えて，本講義では，いわゆるグループワークなど、
「アクティブ
ラーニング（能動的学修）
」や「ケースメソッド」等の手法を取り入れます。予め御承知置きのうえ，履修登録するようにして
下さい。
※授業内容については，社会情勢の変化などに応じて，その一部を変更することもあります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
講義の予習や復習で使用する教材の URL については，随時 Oh-o Meiji!に掲載して配信します。
下記については，講義の際に必ず持参してください（講義時間内に告知アリ）
「責任ある機関投資家」の諸原則
≪日本版スチュワード シップ・コード≫
～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～
http://www.fsa.go.jp/news/25/singi/20140227-2/04.pdf
コーポレートガバナンス・コード
～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～
http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/code.pdf

５.教科書
特に指定しません。

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
リアクションペーパー（毎回）50％，定期試験 50％

８.その他
講義内容で理解できない点については講義終了後に必ず申し出て質問するようにして下さい。
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コーポレート・ガバナンスⅡ

水村

典弘

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)MAN321J

１.授業の概要・到達目標
コーポレート・ガバナンスⅡでは，コンプライアンス（倫理・法令等遵守）の制度設計と運用の実際にスポットライトを当てま
す。具体的には，企業における不正・不適切事案の発生要因や背景事情について，ケースワークとグループワークを交えて学
びます。次いで，投資判断に「環境（Environment）
」
「社会（人権）
（Social）
」
「ガバナンス（統治：Governance）」を考慮する
「ESG 投資」.や，
「統合報告」
（Integrated Reporting）にスポットライトを当て， グローバル化した企業のバリューチェーン
やサプライチェーン上の人権問題について，ケースワークとグループワーク（ワークショップ形式）で学びます。この講義を
受講することによって，
「企業人に何が求められているのか」についての理解を深めるとともに，
「経営の見える化（可視化）の
手法」を修得することができるはずです。

２.授業内容
第１回：ガバナンスとコンプライアンス（倫理・法令等遵守）の体制
第２回：商人と屏風は直ぐには立たぬ...
第３回：意思決定の階層性と「意思決定における正しさ」
第４回：トリプルレンズフレームワーク（TLFs）の考え方
第５回：組織人の意思決定モデルとジレンマ問題
第６回：コンプライアンス（倫理・法令等遵守）の実際
第７回：コンプライアンスのレンズ－功利主義－
第８回：コンプライアンスのレンズ－義務論－
第９回：コンプライアンスのレンズ－正義論－
第 10 回：社内や職場における法令違反の実態分析
第 11 回：社内や職場における不正・不適切事案の分析
第 12 回：グローバリゼーションとバリューチェーン分析①
第 13 回：グローバリゼーションとバリューチェーン分析②
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
＊社会情勢の変化などに応じて，授業内容の一部を変更することもあります。

３.履修上の注意
経済報道や企業報道（新聞・雑誌，テレビ）に接して，株式会社制度や証券市場の変化に関心を持つように心掛けて下さい。ま
た，本講義で使用する資料の一部には英語資料を含みます。加えて、本講義では，いわゆるグループワークなど、
「アクティブ
ラーニング（能動的学修）
」や「ケースメソッド」等の手法を取り入れます。予め御承知置きのうえ、履修登録するようにして
下さい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習や復習については，Oh-o! Meiji で配信します。

５.教科書
特に指定しません。

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
リアクションペーパー50％，定期試験 50％

８.その他
Ⅱの履修にはⅠの履修申請が必要です。
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国際開発協力論

高橋

華生子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC391J

１.授業の概要・到達目標
近年，グローバル化の急速な拡大とともに，数多くの問題が国境を超えたレベルで論じられるようになっている。貧困や飢
餓といった従来からのイシューに加えて，内戦・紛争，人権，環境，感染症，格差などの新たなイシューが開発のアジェンダに
盛り込まれるようになるなか，それらの課題に取り組むアクターも多元化している。かつて主導的な役割を担っていた国連と
いった国際機関や各国政府に加えて，民間企業や住民組織などの活動域が拡がってきており，とりわけ NGO（非政府組織）を始
めとする市民セクターのプレゼンスは高まり続けている。とくに政府や企業が十分に機能していない途上国地域では，NGO を抜
きにして開発を考えることはいまや不可能に近い。つまり，途上国の現状に即した開発協力を追求していくには，NGO の活動と
その意義を理解することが不可欠なのである。
ここで検討すべき点とは，地球規模で顕在化する問題の是正に向けて，異なる関心や利害をもつアクターが協働体制を作り
上げていく可能性である。たとえば，政府が NGO と共同で取り組む草の根のプロジェクトや，あるいは企業と NGO が手を結ん
でおこなう BOP ビジネスなどは，アクター間の連携が基になって成立している。こうした動きを鑑みると，現代における国際
開発の鍵は，単独ではもたらしえない効果を認識・想定し，アクター同士が合意形成を図っていくことにあるといえる。
本講義では NGO に象徴される市民セクターが台頭している社会・政治的な背景を分析しながら，政府機関や企業，国際機関
などとの結びつきを考察していく。受講生は（1）市民セクターが台頭している社会・政治的な背景とその意義を理解すること，
（2）世界の諸問題に臨むアクター間の関係性を把捉すること，以上の２点の習得を踏まえて，国際開発における協調のあり方
とその展望を見つめていってもらいたい。

２.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

講義イントロダクション
市民セクターの成長①：NGO の定義と存在意義
市民セクターの成長②：国際的な NGO 活動の誕生と軌跡
市民セクターの成長③：地球規模課題に対する実践の考察
パートナーシップの発展①：政府による NGO 支援の変遷
パートナーシップの発展②：企業による国際貢献の検討
パートナーシップの発展③：国際機関（国連，世界銀行）と NGO との協働
援助・支援体系の変容①：国際協力における南北関係の構造転換
援助・支援体系の変容②：先進国が担うべき役割の再考
援助・支援体系の変容③：途上国における市民団体の成長
日本の開発 NGO の歴史と現状
グローバル化時代における国際開発の課題と展望
外部講師による特別講義
理解度の確認

３.履修上の注意
自身の考察・分析力を高めるためにも，国際的な事案に関するニュースなどへのアンテナを張り，知識や情報の収集と更新に
常に努めること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
本授業は講義形式ではあるが，受講生の能動的な参加と主体的な学習を促すため，各回のトピックに関連するディスカッショ
ンなどを盛り込んで進めていく。また，各回の内容に関する理解を促すため，関連する論点を授業の最後に提示する。受講生
は所定のレスポンス・カードに解答を記入して提出すること。

５.教科書
特に指定しない。必要に応じて授業内でプリント，資料を用意・配布する。

６.参考書
講義内で適宜紹介する。

７.成績評価の方法
40％
60％

試験 授業の総括をかねた学期末試験を実施する
平常点 出席とレスポンス・カードの内容などから総合的に評価する

８.その他
当該年度の授業に関する最終版のシラバスは，初回の授業で配布する。そのシラバスにさらなる詳細を記すので，受講を検討
している学生は初回に来て確かめることを勧める。
学期の終盤で，現場で活躍している実務家の方による特別講義を開催するので，本授業の受講生以外でも関心のある学生は参
加してもらいたい。
講義内容と順番については，状況に応じて変更することがある点を付記しておく。
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国際関係論Ⅰ

鈴木

健人

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)POL331J

１.授業の概要・到達目標
国際関係論の基礎的な知識を習得する。国際社会の成り立ちや歴史を概観したうえで，基本的な理論とその問題点を学ぶ。
歴史と理論の両面から国際関係を把握するよう試みる。主権国家を主要な分析の対象に据えるが，それは他の主体を軽視する
からではない。国家単位の分析だけでなく，世界全体や地域の問題も重視し，日本の将来についても考える。基礎的な知識に
基づいて，可能な限り総体的に国際関係を理解するように努める。
（到達目標）
国際関係に関する基本的な歴史と理論を理解し，その認識枠組みを使って国際社会の変化の方向性を把握できるような能力
を身につける。

２.授業内容
第１講（前半のみ）授業の進め方などイントロダクション。
第２講
主権国家とウエストファリア体制
第３講
帝国主義の時代
第４講
第一次世界大戦―総力戦体制の形成
第５講
第二次世界大戦―ファシズムと民主主義
第６講
冷戦―核・イデオロギー・地域紛争
第７講
冷戦後の国際社会―非対称紛争（テロなど）
第８講
現実主義の理論
第９講
自由主義の理論
第１０講 世界システム論
第１１講 構成主義の理論
第１２講 対外政策決定論
第１３講 脱国家的主体
第１４講 まとめ・日本の外交
＊状況に応じて授業内容を変更することがある。

３.履修上の注意
授業では毎回出欠確認を兼ねて小さいリアクションペーパーを配布して質問や意見を受け付けるので，必ず出席すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
自分の関心がある問題について，新聞雑誌などを読むとともに自分でも読書すること。

５.教科書
村田・君塚他『国際政治学をつかむ』
（有斐閣，2009 年）
その他適宜指示する。

６.参考書
特になし。適宜指示する。また資料を配布することがある。

７.成績評価の方法
授業中の意見発表，質問など授業への参加度
期末試験 ６５％
リアクションペーパーの内容評価 ２０％

１５％

８.その他
授業計画は今後一部変更する場合がある。変更した場合には速やかに周知する。
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国際関係論Ⅱ

鈴木

健人

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)POL331J

１.授業の概要・到達目標
国際関係論のなかでも取り分け国際安全保障の面から理論的諸問題や現状分析を試みる。現在世界で生起している諸問題に
ついて，その背景となる事象についても分析して行く。
全般的な背景として，リベラルな国際秩序が様々な面から動揺しているという視点から講義していく。国際関係論の基本理
論を説明しながら授業を進める。現在の国際変動を視野に入れて，日本の進むべき方向についても考察していく。
（到達目標）
現在の国際関係の変容を論理的に理解し，その変容に対する政策を自分の知識で考えられるような能力を身につける。

２.授業内容
第１講（前半のみ）授業の進め方などイントロダクション。
第２講
国際安全保障の考え方
第３講
核兵器の諸問題と抑止理論
第４講
核拡散の諸問題
第５講
大規模テロの諸問題
第６講
リベラルな国際秩序の揺らぎ
第７講
アメリカの覇権と中国の台頭
第８講
地域主義の諸問題：英国の EU 離脱問題
第９講
地域主義の諸問題：アジア太平洋の国際関係
第１０講 軍縮・軍備管理と信頼醸成
第１１講 海洋秩序と国際政治
第１２講 サイバー空間と国際政治
第１３講 日本の防衛政策
第１４講 まとめ・日本の国家戦略
＊状況に応じて授業内容を変更することがある。

３.履修上の注意
授業では毎回出欠確認を兼ねて小さいリアクションペーパーを配布して質問や意見を受け付けるので，必ず出席すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
自分の関心がある問題について，新聞雑誌などを読むとともに自分でも読書すること。

５.教科書
・ジョン＝ミアシャイマー『大国政治の悲劇』
（新装完全版）
その他適宜指示する。

五月書房新社，2019 年。

６.参考書
特になし。適宜指示する。また資料を配布することがある。

７.成績評価の方法
授業中の意見発表，質問など授業への参加度
期末試験 ６５％
リアクションペーパーの内容評価 ２０％

１５％

８.その他
授業計画は今後一部変更する場合がある。変更した場合には速やかに周知する。
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国際経済論Ⅰ

島田

剛

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ECN341J

１.授業の概要・到達目標
本講義の目的はコーヒーという一つの商品を取り上げて国際経済や市場の動き，歴史，途上国の現状などを学ぶことである。
コーヒーは我々の身近にあり，コーヒーそのものを飲まない人でもフラペチーノなどアレンジされたドリンクを飲んでいる。
コーヒーの特徴の一つは，生産国が途上国で，消費国が先進国という点である。そして，先進国で私たちがコーヒーを飲んで
も現地の生産者が得るお金はごく僅かである。しかし，一方で石油についで取引高の多い商品であり，そしてニューヨークや
ロンドンの先物市場で取引がされて国際的に取り引きされる代表的な商品でもある。また，アメリカや日本の国内でも熾烈な
コーヒー市場の競争が繰り広げられている。またフェアトレードという取り組みもされているが，同時に批判も大きい，フェ
アトレードの可能性と限界についても取り上げて考えます。
このコースでは，コーヒーという商品からこうした国際経済の知識を得て，そして見る目を養うことを目的としている。な
お，講義だけではなくグループワークも行う。
（到達目標）
グローバル経済に関する問題や政策についての論理的に理解し，政策を見る眼を養い，自分の言葉で説明できるようにする。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
第１回：a イントロダクション － コーヒーでまなぶ国際経済学
第２回：コーヒーの価格はどうやって決まるか － ① 先物市場とは何か？
第３回：コーヒーの価格はどうやって決まるか － ② 穀物，石油，コーヒーの市場とフェアトレード
第４回：日本のコーヒー市場
第５回：アメリカのコーヒー市場
第５回：ヴェニスの商人のコーヒー － もうけはどこから来るのか？
第６回：世界史を動かしたコーヒー貿易
第７回：コロンビアのコーヒー，麻薬，マフィア
第８回：ブラジルのコーヒーと世界市場
第９回：新自由主義とコーヒー
第 10 回：新型コロナと世界経済
第 12 回：途上国の経済発展と，先進国からの援助，何が問題なのか？
第 13 回：フェアトレードの可能性と限界
第 14 回：温暖化とコーヒー

３.履修上の注意
・この科目は，クォーター（７週）完結型授業である。週に２コマの授業を実施する。
・ミクロ経済学，マクロ経済学を履修していることが望ましい。履修していない場合にはスティグリッツ「入門経済学第 4 版」
（東洋経済新報社）を必要に応じて参照すること。
・現実の経済に強い関心を持っていること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
本講義は下の参考書をベースにしているので，必要に応じて参考書を参照すること。

５.教科書
特に定めない

６.参考書
伊藤元重（著）
『ゼミナール 国際経済入門』
（日本経済新聞社）
澤田康之「基礎コース 国際経済学」
スティグリッツ「入門経済学第 4 版」
（東洋経済新報社）
なお，スティグリッツはノーベル経済学賞を取った経済学者で，この教科書は世界中で最も読まれているものです。一昨年，
明治大学に来られセミナーをし，私がスティグリッツにグローバル化により格差が広がる中で経済学者の役割は何かをテーマ
にしたインタビューをしました。日本評論社と契約し，リンク先から無料で記事にアクセスできるようにしたのでぜひ読んで
みてください。
また，貧困と雇用について取り扱ったこちらの論文も参照してください。こちらも無料で公開できるよう契約を行ったもので
す。

７.成績評価の方法
レポート 70％，平常点 30％（クラスでの議論への積極的な参加）

８.その他
特になし。
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国際経済論Ⅱ

島田

剛

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ECN341J

１.授業の概要・到達目標
本講義の目的は国際経済のモノの流れ（貿易）とカネの流れ（金融）について理論的，政策的観点から講義を行う。それによ
り，近年のグローバリゼーションに伴う世界的な格差の拡大や，保護主義の高まりなどについて理論面から分析するとともに，
実際の経済データーから分析する手法を身につける。これらにより，経済発展を促進し格差を解消するためにはどのようにす
れば良いかを考える視点を養う。
（到達目標）
グローバル経済に関する問題や政策についての論理的に理解し，政策を見る眼を養い，自分の言葉で説明できるようにする。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
第１回：a イントロダクション － コロナと世界経済
第２回：ニュートンからヒント得た重力モデルで見えてくる貿易の世界
第３回：マスクは日本で生産した方がいい？それとも海外から輸入した方がいい（比較優位）？
第４回：何がその国の産業と貿易を決めるか？ － ヘクシャー・オリーン・モデルから考える
第５回：「空間」から考える経済学 － 空間経済学
第６回：相関関係と因果関係から RCT（ランダム化比較試験）へ
第７回：国の家計簿を見てみよう（国際収支）
第８回：外国為替が変動したら？
第９回：ユーロはなぜ失敗したのか？ － 国際金融のトリレンマから考える
第 10 回：為替レートとビックマック
第 11 回：為替制度と経済 － 固定相場制と途上国
第 12 回：新しい開発思想 － 人間開発と人間の安全保障
第 13 回：教育と経済発展 － 人的資本
第 14 回：人のつながりと経済 － 社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）

３.履修上の注意
・この科目は，クォーター（７週）完結型授業である。週に２コマの授業を実施する。
・経済発展論Ⅱ，ミクロ経済学，マクロ経済学を履修していることが望ましい。履修していない場合には，スティグリッツ「入
門経済学第 4 版」
（東洋経済新報社）などを必要に応じて参照すること。
・現実の経済に強い関心を持っていること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
本講義は下の参考書をベースにしているので，必要に応じて参考書を参照すること。

５.教科書
特に定めない

６.参考書
伊藤元重（著）
『ゼミナール 国際経済入門』
（日本経済新聞社）
澤田康之「基礎コース 国際経済学」
スティグリッツ「入門経済学第 4 版」
（東洋経済新報社）
なお，スティグリッツはノーベル経済学賞を取った経済学者で，この教科書は世界中で最も読まれているものです。一昨年，
明治大学に来られセミナーをし，私がスティグリッツにグローバル化により格差が広がる中で経済学者の役割は何かをテーマ
にしたインタビューをしました。日本評論社と契約し，リンク先から無料で記事にアクセスできるようにしたのでぜひ読んで
みてください。
また，貧困と雇用について取り扱ったこちらの論文も参照してください。こちらも無料で公開できるよう契約を行ったもので
す。

７.成績評価の方法
レポート 70％，平常点 30％（クラスへの積極的な参加）

８.その他
特になし。
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財産と法Ⅰ〔Ｍ〕

今村

哲也

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW366J

１.授業の概要・到達目標
授業概要：財産と法Ⅰでは，消費社会における法的基礎としての人的情報（例：人・法人・成年後見制度と登記等）と物的情報
としての「不動産」情報（登記等）に関する法制度について扱う。その基礎として，民法の共通原則としての「民法総則」
，所
有権を中心とする「物権法」
，財産の担保を扱う「担保物権法」関係の問題を扱い，不動産における登記情報と法，銀行融資に
おける情報としての担保と法を中心に講義を行う。学生でもイメージしやすい例を挙げながら，そのような事例に妥当な解決
又はその方向性を導き出せる程度の応用力も身につけられるように解説する。
到達目標：上記の領域に関して，基本的な知識を修得し，かつ，基本的な法律問題において，その知識を用いながら妥当な解決
又はその方向性を導き出すことができるようになることが目標である。
なお，予習として指定した教科書等の該当箇所を事前に読了・視聴することを求める。予習には 90 分程度かかると想定される。

２.授業内容
この講義はすべてオンデマンド型（収録動画配信型）で行う。
第１回 イントロダクション
第２回 裁判と民法【法的なものの考え方，ADR ほか】
第３回 前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第４回 自然人と制限能力者制度、民法上の法人
第５回 物（権利の客体）
第６回 前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第７回 法律行為概念と意思表示の瑕疵，虚偽表示と錯誤
第８回 前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第９回 代理権の濫用と表見代理，無効取消／時効
第 10 回 前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第 11 回 物権の意義性質と物権変動所有権，動産取引
第 12 回 不動産取引，不動産の担保
事 13 回 非典型担保
第 14 回 前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）

３.履修上の注意
この授業はメディア授業科目として開講される。授業はすべて，講義動画を Oh-o! Meiji システムを通じて配信するオンデマ
ンド型で行う。講義動画は原則毎週水曜日に Oh-o! Meiji システムを通じて配信し，授業動画は当該学期中の視聴を可能とす
る。なお，毎回の講義動画に対して，小テストを実施し，出席確認及び理解度確認を行う。また，Oh-o! Meiji クラスウェブの
ディスカッション機能を活用し，意見交換の場を設ける。教員への質問・相談窓口として，専用メールアドレスを履修者に通
知する（ただし、授業の内容に関する質問は、ディスカッション機能で行うこと）
。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、指定した資料を事前に目を通すこと、復習として小テスト等の課題を解くことを求める。予習・復習には 90 分程
度かかると想定される。

５.教科書
潮見佳男『民法（全）
』
（有斐閣，第 3 版，2022 年 3 月）
。授業の進行に合わせてレジュメを用意し，Oh-o! Meiji System 等に
アップする。
【第３版が刊行されたので注意】
。

６.参考書
重要判例の学習教材として，潮見佳男・道垣内弘人編『民法判例百選 1 総則・物権 第 8 版』
（有斐閣，2018 年）
。契約書の見
本など有益な資料を集めた教材として，池田真朗編著『民法 Visual Materials』
（有斐閣，第 2 版，2017 年）がある。その他
の参考文献は，必要に応じて案内する。

７.成績評価の方法
毎回の授業における小テスト 100％。特段の事情のない限り，14 回の授業のうち 4 回以上の欠席・未受講がある場合，単位を
付与しない。課題の未提出は未受講とみなす。
※対面形式での試験は行わない。

８.その他
クラスウェブのディスカッションを機能を活用し，講師および学生同士の意見交換の場を設ける。また、履修者が提出した小
テストやレポートの内容を共有し，意見や考えを共有する。積極的に参加することが期待される。
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財産と法Ⅱ〔Ｍ〕

今村

哲也

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW366J

１.授業の概要・到達目標
授業概要：財産と法Ⅱでは，消費社会が，事業者と消費者のコミュニケーションより成り立っていることを背景として，消費
社会の法的基礎である契約について扱う。現代型契約の基礎となる民法が定めている契約類型を理解した上で，現代型契約類
型（サブリース契約，フランチャイズ契約）についても説明する。さらに，このような契約において生じた債権が履行されなか
ったような場合の債権者と債務者のコミュニケーション問題についても扱う。学生でもイメージしやすい例を挙げながら，そ
のような事例に妥当な解決又はその方向性を導き出せる程度の応用力も身につけられるように解説する。
到達目標：上記の領域に関して，基本的な知識を修得し，かつ，基本的な法律問題において，その知識を用いながら妥当な解決
又はその方向性を導き出すことができるようになることが目標である。

２.授業内容
この講義はすべてオンデマンド型（収録動画配信型）で行う。
第１回 イントロダクション
第２回 私たちの生活と民法，債権とは，債権発生の原因
第３回 前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第４回 契約の成立に関する問題，契約履行段階に関する問題
第５回 前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第６回 契約終了に関する問題
第７回 前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第８回 契約違反に関する救済手段
第９回 前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第 10 回 売買契約，不動産賃貸借契約
第 11 回 金銭消費貸借契約，現代的な契約，その他の債権
第 12 回 不法行為一般，特殊の不法行為
第 13 回 不法行為と契約の交錯
第 14 回 前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）

３.履修上の注意
この授業はメディア授業科目として開講される。授業はすべて，講義動画を Oh-o! Meiji システムを通じて配信するオンデマ
ンド型で行う。講義動画は原則毎週水曜日に Oh-o! Meiji システムを通じて配信し，授業動画は当該学期中の視聴を可能とす
る。なお，毎回の講義動画に対して，小テストを実施し，出席確認及び理解度確認を行う。また，Oh-o! Meiji クラスウェブの
ディスカッション機能を活用し，意見交換の場を設ける。教員への質問・相談窓口として，専用メールアドレスを履修者に通
知する（ただし、授業の内容に関する質問は、ディスカッション機能で行うこと）
。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、指定した資料を事前に目を通すこと、復習として小テスト等の課題を解くことを求める。予習・復習には 90 分程
度かかると想定される。

５.教科書
潮見佳男『民法（全）
』
（有斐閣，第 3 版，2022 年 3 月）
。授業の進行に合わせてレジュメを用意し，Oh-o! Meiji System 等に
アップする。
【第３版が刊行されたので注意】
。

６.参考書
重要判例の学習教材として，中田裕康・窪田充見編『民法判例百選 2 債権 第 8 版』
（有斐閣，2018 年）。契約書の見本など有
益な資料を集めた教材として，池田真朗編著『民法 Visual Materials』
（有斐閣，第 2 版，2017 年）がある。

７.成績評価の方法
毎回の授業における小テスト 100％。特段の事情のない限り，14 回の授業のうち 4 回以上の欠席・未受講がある場合，単位を
付与しない。課題の未提出は未受講とみなす。
※対面形式での試験は行わない。

８.その他
クラスウェブのディスカッションを機能を活用し，講師および学生同士の意見交換の場を設ける。また、履修者が提出した小
テストやレポートの内容を共有し，意見や考えを共有する。積極的に参加することが期待される。
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ジェンダーと法Ⅰ

堀口

悦子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW371J

１.授業の概要・到達目標
伝統的な法律学をジェンダーの視点から見直すのが｢ジェンダーと法｣である。ジェンダーに中立な法律とは，現実にありう
るのだろうか。
「ジェンダーに中立」とは何かを考えながら，各法律分野を見直してみると，今まで気づかなかった問題が見え
て来るであろう。それは，日本の問題に限らず，世界の問題でもある。
「平等」を，考えてみよう。形式的平等と事実上の平等があることを，知ってほしい。
「差別」にも，関心を持ってほしい。差別には，直接差別と間接差別がある。交差差別（複合差別）も視野に入れて，ダイバ
ーシティ（多様性）も考えて行こう。ジェンダーとともに，セクシュアリティ・障害・人種・民族・年齢などのダイバーシティ
に留意して，法を複眼的に見て行く。
本講義を通じて，ジェンダーの視点から，日本と世界の法律問題を具体的に把握できるようにする。Ⅰでは，とくに国際人権
法を国連の組織を理解するとともに学んで行こう。法律を批判的に研究することを通して，
「リーガル・リテラシー」の実践を
行う。
「ジェンダーと法」は、日々、新しい情報があり、刷新している。シラバスと異なる買委もあるが、それは最新情報を伝えた
いからである。

２.授業内容
各回のテーマは次のとおりである。
第１回 a:イントロダクション, b:国連とジェンダー～UN ウィメン・ILO などについて～
第２回 国際人権法（1） 女性差別撤廃条約
第３回 国際人権法（2） 女性差別撤廃条約一般勧告
第４回 国際人権法（3） 選択議定書 個人通報制度・調査制度
第５回 国際人権法（4） 選択議定書 事例紹介⑴
第６回 国際人権法（5） 選択議定書 事例紹介⑵
第７回 ジェンダー・ギャップ指数ー日本は，何位か？～女性議員を，どう，増やすか～ 候補者男女均等法
第８回 労働とジェンダー（1） 雇用機会均等法
第９回 労働とジェンダー（2） ILO 条約と国内法
第 10 回 労働とジェンダー（3） 裁判例の紹介＝住友裁判ほか～
第 11 回 労働とジェンダー（4） ペイエクイティのワークショップ
第 12 回 社会保障とジェンダー～第 3 号被保険者・配偶者控除～
第 13 回 家族法⑴ 夫婦別姓と婚姻
第 14 回 家族法⑵ 離婚
＊講義内容は，必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
「リアクション・ペーパー」は，授業終了時に，毎回，提出すること。平常点の評価の基準となる。授業に対する質問・疑
問・意見・批判などを自由に書いてほしい。批判などを書いても，不利に評価をしないので，真摯に，自由に書いて大丈夫であ
る。
「リアクション・ペーパー」は，本授業をより良くするためのものである。教員と学生の「双方向の授業」のための，ツー
ルである。
常に，テレビ等のニュース，新聞，雑誌記事などに関心を持つこと。
内閣府男女共同参画局，法務省，厚生労働省および国連（UN）などのサイトに随時アクセスすることが望ましい。
ゲスト講師を招聘する授業を，数回予定している。キャバクラ・ユニオン共同代表布施えり子氏・ペイエクイティについて
屋嘉比ふみ子氏，リプロダクティブ・ヘルス/ライツについて産婦人科医渥美治世氏。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
復習として，授業時に配付した資料等を，学期中に，きちんと読んでおくこと。
授業時に紹介した，小説や映画などに，積極的に触れること。一例を挙げると，アメリカ映画『ボーダータウン 報道されな
い殺人者』がある。この作品は，女性差別撤廃条約・選択議定書の調査制度の第 1 号の公表ケースである，メキシコ・ケース
を，映画化したものである。時間のあるときに観ておくことを，お勧めする。その他，アメリカ映画『ボーダーライン１・２』
なども見てほしい。

５.教科書
『ルポ

貧困女子』 飯島裕子

岩波新書（期末レポートの課題図書）

６.参考書
授業内で，随時，配付予定。

７.成績評価の方法
平常点３0％，中間レポートと期末レポート 40％，期末試験３0％

８.その他
ジェンダーと法Ⅰのみの履修を可とする。
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ジェンダーと法Ⅱ

堀口

悦子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW371J

１.授業の概要・到達目標
伝統的な法律学をジェンダーの視点から見直すのが｢ジェンダーと法｣である。ジェンダーに中立な法律とは，現実にありう
るのだろうか。
「ジェンダーに中立」とは何かを考えながら，各法律分野を見直してみると，今まで気づかなかった問題が見え
て来るであろう。それは，日本の問題に限らず，世界の問題でもある。
本講義を通じて，ジェンダーの視点から，日本と世界の法律問題を具体的に把握できるようにする。Ⅱでは，とくに，ジェン
ダーに基づく女性に対する暴力を中心に学ぶ。女性に対して有害な慣習について勉強しよう。
「名誉殺人」
，
「名誉犯罪」という
言葉を聞いたことがあるだろうか。いまだに，女性であるがゆえに信じられないような状態に置かれている人々がいることを
知ろう。2018 年のノーベル平和賞の受賞者 2 名は，戦時下の女性に対する暴力への尽力が認められての受賞である。コンゴの
ムクウェゲ医師のドキュメンタリー『女を修理する男』を授業内で視聴覚資料とする。一方，日本の刑法が改正されて，男性の
性被害も認められるようになったが，そこには，男性特有の問題があることも考えよう。旧ユーゴの内戦での，民族浄化にお
ける「男性の被害」にも触れる。ダイバ―シティ（多様性）とジェンダーの問題も知って，より幅広い価値観を身につけてほし
い。

２.授業内容
各回のテーマは次のとおりである。
第１回 イントロダクション：男女共同参画社会基本法
第２回 男女共同参画社会条例ー東京都・埼玉県ー
第３回 1325 国内行動計画～日米地位協定・米軍基地・難民女性～
第４回 性暴力（1） 刑法改正～「性的同意」～
第５回 性暴力（2） DV・デート DV
第６回 性暴力（3） セクハラ等のハラスメント
第７回 性暴力（4） 有害な慣習～名誉殺人～
第８回 性暴力（5） 有害な慣習～FGM など～
第９回 人身売買・買売春～性の商品化・アダルトビデオ出演契約問題～
第 10 回 少年法とジェンダー～虞犯少年～
第 11 回 リプロダクティブ・ライツ（1）刑法堕胎罪
第 12 回 リプロダクティブ・ライツ（2）慣習，病気と差別ーハンセン病・エイズ
第 13 回 性の多様性 セクシュアル・ライツ SOGI（性的指向と性自認）
第 14 回 性の多様性 全性愛（パンセクシュアル）
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
常に，テレビ等のニュース，新聞，雑誌記事などに関心を持つこと。
内閣府男女共同参画局，法務省，外務省，厚生労働省および国連（UN）のサイトに，随時アクセスすることが望ましい。
ゲスト講師を，1・2 回招聘する予定である。性暴力被害当事者であり，刑法改正などに尽力している、法務省刑法改正検討
会委員である山本潤氏など。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
復習として，授業時に配付した資料等は，学期内に読んでおくこと。
ネットのハフィントンポストなどの，ジェンダーに敏感な視点を持つメディアの情報や，既存のメディアのジェンダー関連
のニュースなどに，日常的に関心を持ってほしい。
授業時に紹介した，ドラマ、映画，小説、漫画などに，触れること。例を挙げると，映画『チョコレート・ドーナツ』が，お
勧めである。この作品は，ゲイやダウン症などの，マイノリティ（セクシュアリティ及び障害）の問題を，交差的（複合的）に
取り上げている。

５.教科書
『性と法律』 角田由紀子 岩波新書 （秋学期のレポート課題図書）
『裸足で逃げる』 上間陽子 太田出版 （秋学期のレポート課題図書）

６.参考書
授業内で，随時，配付予定。

７.成績評価の方法
平常点３0％，中間レポートと期末レポート４0％，期末試３0％

８.その他
特になし。
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ジェンダー・マネジメントⅠ

牛尾

奈緒美

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)MAN321J

１.授業の概要・到達目標
本講義では，企業経営における人的資源問題を家族やジェンダー意識の変化を視点に考えていく。まず，戦前・戦後の日本
の企業経営を振り返って，雇用管理システムの構築に，いかに日本の伝統的ジェンダーや家族システムのあり方が反映されて
きたかを解き明かす。具体的には，日本的経営論と「イエ」の論理や家父長制に関する議論を紹介する。次に今日の家族形態や
ジェンダー意識の変化を捉え，その流れに整合的な企業システムのあり方を模索する。これには，ビデオ映像や統計データな
ど各種資料も多用して，ジェンダー問題のみならず，若年労働，高齢者雇用，正規・非正規雇用に関する問題についても詳しく
言及する。こうした知見をもとに，実際，企業の第一線で活躍するキーパーソンをお迎えし，日本企業の現状について直接話
しを伺う機会を設けることも計画したい。
授業内容の理解を通じ，現代の日本社会や企業におけるジェンダー問題への関心を高め，自分なりの考えを持つことを達成
目標とする。授業内での発言，リアクションペーパー，定期試験の結果をもってその成果を図ることとする。

２.授業内容
第一回：ａのみ

イントロダクション ジェンダー・マネジメントとは。この講義の意図するもの
ジェンダーマネジメントを学んで見えてくるあなたの仕事，家庭，ライフキャリア
第二回：なぜ今，女性活躍なのか？企業における女性のさらなる能力発揮はどのような意味で必要なのか？
第三回：身近にある無意識のジェンダー・バイアスを探してみよう
（性差はどこで生まれるのか？ジェンダーという概念の誕生）
第四回：戦後日本の経済発展はお父さんのおかげだった
（日本の企業社会や企業内部の雇用システムに根付く伝統的ジェンダーの存在）
第四回：昔の話とは限らない 会社の仕組みと「イエ制度」の密接な関係性（産業化に伴う家族の変化と企業内ジェンダー）
第五回：結婚するなら専業主婦（主夫）？ 日本は世界でも有数のジェンダー保守大国
第六回：人生 100 年時代のキャリアデザイン 男女で働き方や生き方の選択が異なる理由はどこにあるのか？
第七回：正社員？非正規社員？性差や雇用形態で格差が生まれるメカニズムとは？
第八回：育児休業をとると人事評価が低くなる？家族の多様化は企業の人材管理を変えうるのか？
第九回：愛社精神や従業員同士の一体感は必要ですか？私生活と仕事時間の境界線とは？
第十回：家族の高齢化によって会社での働き方はどう変わるのか？
第十一回：昇進，賃金，評価，職種等，男女格差を生む仕組みに迫る
第十二回：「働き方改革」は男女格差解消の一撃となるのか？
第十三回：女性管理職比率の増加は男女平等の試金石。2020 年 30％達成に向けてなすべき方策とは。
第十四回：a 企業事例についての学習と考察。
b まとめ

３.履修上の注意
毎回，ａでは講義，ｂではグループ討議を行う。
討議内容は各班で口頭発表し，最後に個人別の意見をリアクションペーパーとして提出する。
適宜，ゲストスピーカーによる講演と意見交換の機会を設けることも計画している。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習については，前週に指示するので各自準備をして授業に臨むこと。事前に授業に関わる資料を配布したり調べるべき課題
を指定したりするので，それを読み自分なりの理解と考えを整理すること。

５.教科書
『女性リーダーを組織で育てるしくみ』中央経済社，
『ラーニング・リーダシップ入門：ダイバーシティで人と組織をのばす』日本経済新聞出版社

６.参考書
『ジェンダー・マネジメント』東洋経済新報社

７.成績評価の方法
毎回出席をとり，リアクションペーパーと議論への参加姿勢（50％）と定期試験の結果（50％）をあわせて評価する。授業内の
発表を重視し，平常点に加算する。

８.その他
「ジェンダー・マネジメントⅠ・Ⅱ」は，企業などさまざまな組織で働く人たちが属性に囚われず自分らしく働ける職場とは
何かを探る科目である。科目名ではジェンダーと謳っているが，単に女性にとっての働きやすさを焦点とするのではなく，男
性にとっても，若い人，高齢者，外国人など誰にとっても自分らしく働ける組織とは何かについて考えるところにこの講義の
目的がある。特にみなさんのような若い人に，組織で働くとはどういうことなのか真剣に考えるきっかけを提示したい。
また，授業内容は今日的な企業動向や政府方針と直接的に関係するため
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ジェンダー・マネジメントⅡ

牛尾

奈緒美

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)MAN321J

１.授業の概要・到達目標
男女共同参画社会への移行を標榜する今日の日本社会にあって，依然として山積する企業内ジェンダー問題について様々な
角度から考えていく。まず，ジェンダーを視点として，戦前から今日に至るまでの日本の資本主義の発展と企業システムの変
容の過程について，年代を追って詳しく見ていく。ジェンダー・マネジメントⅠでは，企業を取り巻く外部環境変化として家
族やジェンダー意識の変化，労働力の多様化，国際社会との協調といった社会的・経済的変化を取り上げたが，Ⅱではそれら
への戦略的対応策として注目されるアファーマティブ・アクションやダイバーシティー・マネジメント，ワーク・ライフ・バラ
ンス施策など企業のジェンダー・マネジメントに関する最新動向を紹介する。同時に男女差別の根拠とされる差別理論や，欧
米の男女平等に関する理論研究・事例についても解説していく。なお，Ⅰと同様にゲストによる講演やビデオの上映を随時行
う計画である。
授業内容の理解を通じ，現代の日本の社会や企業におけるジェンダー問題への関心を高め，自分なりの考えを持つことを達
成目標とする。

２.授業内容
第一回：ａのみ イントロダクション（ジェンダーを視点とした日本の資本主義の発展と日本の企業経営の変容）
第二回：政府方針「女性の活躍推進」で女性の働き方は変わったのか？
第三回：働く女性の増加で会社はどう変わるのか？
第四回：男女雇用機会均等法さえあれば男女平等は実現するのか
第五回：「一般職募集」 採用担当者の抱く人材イメージとジェンダー・バイアス（コース別雇用管理制度）
第六回：女性をとりまく就業環境で規定される女性のキャリア
第七回：企業の現場を支える非正規社員。同一価値労働・同一賃金の合理性とは？（オランダの事例）
第八回：「子育てとの両立」 女性だけの問題？
第九回：セクハラ被害者になるのはどんな人？
第十回：女性活躍を目指すポジティブ・アクションと日本型ダイバーシティ・マネジメント
第十一回：性差で差別的管理を行うと経営はうまくいく？（男女差別を生む理論的背景）
第十二回：ヒラリークリントン，小池知事 etc 女性リーダーだからこそできること
第十三回：多様な人材の力が発揮される組織を作るためには
第十四回：a 女性活躍やダイバーシティ実現を阻む問題の整理と考察
b まとめ

３.履修上の注意
毎回，ａでは講義，ｂではグループ討議を行う。
討議内容は各班で口頭発表し，最後に個人別の意見をリアクションペーパーとして提出する。
適宜，ゲストスピーカーによる講演と意見交換の機会を設けることも計画している。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習については，前週に指示するので各自準備をして授業に臨むこと。事前に授業に関わる資料を配布したり調べるべき課題
を指定したりするので，それを読み自分なりの理解と考えを整理すること。

５.教科書
『女性リーダーを組織で育てるしくみ』中央経済社，
『ラーニング・リーダシップ入門：ダイバーシティで人と組織をのばす』日本経済新聞出版社

６.参考書
『ジェンダー・マネジメント』東洋経済新報社

７.成績評価の方法
毎回出席をとり，リアクションペーパーと議論への参加姿勢（50％）と定期試験の結果（50％）をあわせて評価する。授業内の
発表を重視し，平常点に加算する。

８.その他
「ジェンダー・マネジメントⅠ・Ⅱ」は，企業などさまざまな組織で働く人たちが属性に囚われず自分らしく働ける職場とは
何かを探る科目である。科目名ではジェンダーと謳っているが，単に女性にとっての働きやすさを焦点とするのではなく，男
性にとっても，若い人，高齢者，外国人など誰にとっても自分らしく働ける組織とは何かについて考えるところにこの講義の
目的がある。特にみなさんのような若い人に，組織で働くとはどういうことなのか真剣に考えるきっかけを提示したい。
また，授業内容は今日的な企業動向や政府方針と直接的に関係するため
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社会思想史

時安

邦治

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC321J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
この授業では，西洋近代の社会思想史を講義形式で解説していく。著名な哲学者・思想家が社会をどう捉えたのかをおおよ
そ時代順に見ていき，重要な概念や考えについて解説する。講義の話題の中心は，理性と自由をめぐる議論である。これら 2 つ
の概念は，密接に結びつきながら，近代社会の基礎的な枠組みを語るうえでの必須の概念となっていく。理性的存在者として
の人間にとって自由とはどういう意義をもつのか。そして，人間が自由であるということはどういう帰結を生むのか。現代の
われわれ今考えるべき課題は何なのか。こうしたテーマを念頭に置きつつ，授業を進める。
【到達目標】
（１）西洋近代の社会哲学について概括的に理解し，社会思想史上重要な概念の意味や背景などについて説明できるようにな
る。
（２）それぞれの思想家について，その人物が生きた時代や社会と，その著作の内容とを関連づけて理解し，説明できるよう
になる。
（３）西洋近代の社会思想史の流れを大まかに説明できるようになる。

２.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

イントロダクション――授業の概要や成績評価方法等の説明
近代的思考の特徴――F. ベーコンと R. デカルト
自然法思想と社会契約説――T. ホッブズ
所有権と国家――J. ロック
理性と進歩――フランスの啓蒙思想家たち
自律としての自由――J. J. ルソー
道徳感情と市場――A. スミス
理性の限界――I. カント
道徳と啓蒙――I. カント
人倫と国家――G. W. F. ヘーゲル
資本主義の超克――K. マルクス
功利主義――J. ベンサム
功利主義と自由主義――J. S. ミル
合理化の行方――F. ニーチェと M. ヴェーバー

３.履修上の注意
講義の内容は概説的あるいは入門的なものとなる。したがって，哲学・思想に興味があれば初学者でも十分に理解できる内
容であり，また専門的に社会哲学を学ぼうとする学生にとっては必須の知識である。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
事前に準備学習用の資料を配付するので，それをしっかり読んでおくこと。また，授業後にはよく復習をし，小テストに取
り組むこと。小テストの要領については授業の初回に説明する。なお，資料等は Oh-o! Meiji のクラスウェブを通じて PDF フ
ァイル等で配布する。

５.教科書
教科書は使用しない。教材として PowerPoint のスライドを用いる。教材は資料としてクラスウェブを通じて配布する。

６.参考書
『入門 哲学の名著』 ナイジェル・ウォーバートン ［船木亨監訳］ （ナカニシヤ出版）
。
『西洋哲学史６――近代 I 啓蒙と人間感情論』 伊藤邦武ほか編 （筑摩書房）
。
『西洋哲学史７――近代 II 自由と歴史的発展』 伊藤邦武ほか編 （筑摩書房）
。
『よくわかる哲学・思想』 納富信留ほか編著 （ミネルヴァ書房）
。
『社会思想史 （１）近代』 平井俊彦・徳永恂編 （有斐閣）。
［書店で購入不可だが良書］
『社会思想史 （２）現代』 平井俊彦・徳永恂編 （有斐閣）。
［書店で購入不可だが良書］
扱う哲学者・思想家の著書等は授業中に紹介する。

７.成績評価の方法
授業内容に関する小テストの総点を 50％，期末レポートを 50％として評価する。ただし，成績の分布を考慮して，成績順位が
入れ替わらない方法で点数を調整することがある。

８.その他
質問等はメールで受け付ける。メールアドレスは新年度開始以降，Oh-o! Meiji クラスウェブの「シラバスの補足」の欄に掲
載する。
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社会福祉学Ａ

近藤

佐保子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC341J

１.授業の概要・到達目標
「ひとはひとりひとり違って皆すばらしい。一人として同じ人はいない。できることとできないことは皆違う。それが個性で
ある。そして，
『障害』と考えられてきたものも，それは『個性』である。
」それが，今日における「ノーマライゼーション」や
ＷＨＯのＩＣＦ（国際生活機能分類）における「障害」のとらえ方となっています。本科目では，社会福祉の考え方の紹介を通
じて，こうした「自分とは違った個性をもった他者」に対する考え方の理解を目指します。
講義前半では，少子高齢化などの現代社会の抱える問題を紹介し，社会福祉の概観を解説していきます。後半では，いろいろ
な社会福祉の領域の中から，高齢者福祉と障害者福祉の二つについて，その考え方と制度の概要を解説します。
本講義の到達目標は以下の通りです。
①「ノーマライゼーション」や「ＩＣＦ」の考え方を理解する
②我が国の「高齢者福祉」および「障害者福祉」に関する制度の概要を理解する
③「社会的弱者」に対する関わり方や，現代の福祉社会のあるべき姿，そこに参加していく自分のあるべき姿を理解する

２.授業内容
［第１回］イントロダクション ―社会福祉とは何か？その基本的な考え方―
［第２回］現代社会と福祉 ―社会福祉をとりまく状況・現代社会での問題―
［第３回］社会福祉の成立と展開 ―日本と主要各国における展開―
［第４回］法律からみた考え方 ―市民法と社会法―
［第５回］社会福祉の仕組みと運営 ―社会福祉をめぐる法律と行政のしくみ―
［第６回］社会福祉の機関と施設 ―社会福祉はどのような機関により運営されるか―
［第７回］高齢者福祉（１）少子高齢社会と社会問題
［第８回］高齢者福祉（２）高齢者支援の関連法規
［第９回］高齢者福祉（３）介護保険制度の基本的枠組み
［第 10 回］高齢者福祉（４）高齢者を支援する組織と役割
［第 11 回］障害者福祉（１）障害者をめぐる社会情勢と障害に対する考え方
［第 12 回］障害者福祉（２）障害者に関わる法体系
［第 13 回］障害者福祉（３）障害者自立支援制度の基本的な仕組み
［第 14 回］まとめ ―これからの社会福祉の課題―

３.履修上の注意
テレビの福祉関係の番組にも目を向けてみましょう。また，新聞などのメディアには，高齢者問題や障害者福祉に関わる論説
などが頻繁に掲載されています。社会福祉に関する知識は，特に履修に関する要件ではありませんが，日頃から，これらの問
題に関心を持ち，メディアなどにも目を向けておくと理解の助けになるでしょう。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
○予習について
教科書の次回のところを指示した場合は該当箇所を読んできてください。また，次回分のプリントを配布することがありま
すので，その場合は，該当資料を読んできてください。
○復習について
前回の内容は，再度目を通し，確認・理解をしたうえで，毎回の授業に臨んでください。

５.教科書
山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉 第 11 版』ミネルヴァ書房
その他，プリント・ファイルとして適宜配布する。

６.参考書
社会福祉士養成講座編集員会編『現代社会と福祉 第４版』中央法規
社会福祉士養成講座編集員会編『高齢者に対する支援と介護保険制度 第６版』中央法規
社会福祉士養成講座編集員会編『障害者に対する支援と障害者自立支援制度 第６版』中央法規
宮田和明他編『現代の社会福祉入門』
（株）みらい
宮武剛監修『現代の社会福祉 100 の論点 Vol.2』全国社会福祉協議会
岩田正美著『現代の貧困―ワーキングプア/ホームレス/生活保護』ちくま新書
その他，授業中に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
授業への参加を 20%程度，中間レポート 40%程度，期末試験 40%程度とし，総合的に評価する。

８.その他
特になし。
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社会福祉学Ｂ

近藤

佐保子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC341J

１.授業の概要・到達目標
「刑務所出所者」というとどのようなイメージを描くでしょうか？極悪非道の悪者でしょうか？もちろんいろいろな人がいる
でしょう。しかし彼らの中にかなりの割合で，障害者や貧困者といった社会的弱者が含まれる事を知っているでしょうか？彼
らの多くは社会の中に包摂されることなくまた犯罪を繰り返してしまいます。近年，司法と福祉が連携して彼らに福祉の手を
差し伸べることが再犯防止には不可欠であることが提唱されてきました。
社会福祉の目指す姿は，すべてのひとを社会の中へと包摂すること（＝インクルージョン）です。本科目では，上記，罪を犯し
た人のほか，低所得者，精神障害者などをトピックとしてとりあげ，彼らの現状を理解した上で，社会的包摂の在り方の理解
を目指します。
社会福祉士，精神保健福祉士，介護福祉専門員等として福祉に関わり，また保護司として保護観察に携わっている私自身の体
験などにも触れながら，福祉の実践と共生社会の在り方を考えていきます。
本講義の到達目標は以下の通りです。
① 精神障害者の支援について歴史的背景から我が国の特徴を理解する
② 更生保護と医療観察制度について理解する
③ 障害者の就労支援・居住支援を理解する
④ ソーシャル・インクルージョンを理解する

２.授業内容
［第１回］イントロダクション ―社会福祉の基本的な考え方―
［第２回］社会福祉の概要
［第３回］法的支援 ―権利擁護と成年後見制度―
［第４回］精神保健福祉の歴史と動向（1） ―日本の精神保健福祉の変遷―
［第５回］精神保健福祉の歴史と動向（2） ―諸外国の精神保健福祉の変遷―
［第６回］罪を犯した人の社会復帰支援（1） ―刑罰の目的と司法福祉を考える―
［第７回］罪を犯した人の社会復帰支援（2） ―更生保護制度と医療観察制度―
［第８回］精神障害者に対する支援と社会復帰（1） ―障害者総合支援法と精神障害―
［第９回］障害者の生活支援システム（1） ―障害者の就労支援―
［第 10 回］障害者の生活支援システム（2） ―障害者の居住支援―
［第 11 回］障害者のリハビリテーション ―全人的復権とリカバリー―
［第 12 回］障害者の家族支援 ―家族システムズ論・家族教育プログラム―
［第 13 回］ＤＶ被害者に対する支援と社会復帰 ―現代社会におけるＤＶの背景と特徴・その影響―
［第 14 回］まとめ ―今後のインクルージョン（社会包摂）に向けて―

３.履修上の注意
社会福祉論Ａの履修は本科目の履修要件ではありませんが，合わせて履修しておくと，理解が進むでしょう。
テレビの福祉関係の番組などにも目を向けてみましょう。また，新聞などのメディアには，社会福祉に関わる論説が頻繁に掲
載されています。社会福祉に関する知識は，特に履修に関する要件ではありませんが，日頃から，これらの問題に関心を持ち，
メディアなどにも目を向けておくと理解の助けになるでしょう。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
○予習について
教科書や配布プリントで次回やるところを指定することがありますので，その場合は，該当資料を読んできてください。
○復習について
前回の内容は，再度目を通し，確認・理解をしたうえで，毎回の授業に臨んでください。

５.教科書
精神保健福祉士シリーズ７『精神保健福祉に関する制度とサービス
その他，プリント・ファイルとして適宜配布する。

第３版』弘文堂

６.参考書
精神保健福祉士シリーズ２『精神保健の課題と支援 第２版』弘文堂
精神保健福祉士シリーズ５『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ｉ 第２版』弘文堂
精神保健福祉士シリーズ８『精神障害者の生活支援システム 第３版』弘文堂
山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉 第 11 版』ミネルヴァ書房
社会福祉士養成講座編集員会編『現代社会と福祉 第４版』中央法規
松本勝編著『更生保護入門 第４版』成文堂
その他，授業中に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
授業への参加を 20%程度，中間レポート 40%程度，期末試験 40%程度とし，総合的に評価する。

８.その他
特になし。
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情報産業論

山内

勇

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)INF341J

１.授業の概要・到達目標
「情報化社会」，
「データ・エコノミー」と呼ばれる現在の社会や経済を理解するうえで，情報産業の実態を把握することは欠
かせない。この授業では，情報技術の発達を背景にした情報産業の成立とその構造について，具体的な事例も交えて解説して
いく。特に，情報技術とビジネスモデルの変化や，それが産業構造や社会構造に与える影響に着目した講義を行う。
講義を通じて，情報技術と情報産業の関係や，それらと社会・経済との関係について，自分なりの考えをまとめられるよう
になることが到達目標である。

２.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

イントロダクション：情報産業論の概要
AI の予測モデル
第 4 次産業革命，付加価値
産業連関表
デジタル化の経済学（利潤最大化，効率性）
デジタル化の経済学（取引費用）
サーチコスト
消費者の購買プロセス
価格差別
実証分析の解釈
独占度
デジタル化の費用
プラットフォーマーの成立
プラットフォーマーに対する規制

３.履修上の注意
授業時間中に簡単な課題を課すことがある。
なお，履修者の理解度や希望等に応じて内容を変更する可能性がある。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：授業で扱う内容について，参考書等から事前に予備知識を得ておくこと。また，問題意識や疑問点を明確にしておくこ
と。
復習：授業中に解説した内容・課題を自分の言葉で説明できるようにしておくこと。授業中に解決しなかった疑問点について
は質問すること。

５.教科書
特に指定しない（毎回資料を配布する）
。

６.参考書
総務省『令和 2 年版 情報通信白書』2020 年
総務省『令和 3 年版 情報通信白書』2021 年
『イノベーション&マーケティングの経済学』金間大介・山内勇・吉岡（小林）徹著（中央経済社）2019 年

７.成績評価の方法
定期試験 80%，授業中の課題 20%
※別途，授業への貢献（発言等）に対して加点することがある。

８.その他
特になし。
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情報システム論

野口

喜洋

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)INF341J

１.授業の概要・到達目標
情報システムは，情報の伝達・蓄積・処理・サービスを行なうシステムの総称です。各産業で働くシステムから社会の情報イ
ンフラまで，さまざまな分野・規模のシステムが開発・利用されています。また近年では，計算機システム単体ではなく，人的
システムと融合してビジネスモデルを形成したり，人工知能（AI）やロボット，モノのインターネット（IoT）を構成要素とし
て含むシステムも増えてきました。
この授業では，社会で利用されているさまざまな情報システムについて概観し，学生のみなさんがケーススタディとして具
体的な情報システムを 1 つ選んで調査を行い，プレゼンテーションすることで，最新の情報システムについて総合的に理解で
きることを到達目標としています。

２.授業内容
［第１回］ａのみ：イントロダクション，情報システムとは
［第２回］概論 1：コンピュータ
［第３回］概論 2：インターネット
［第４回］概論 3：データベース
［第５回］事例発表（ケーススタディ）の資料作成
［第６回］社会インフラ分野の情報システム
［第７回］人工知能，ロボット分野の情報システム
［第８回］経済・流通・金融分野の情報システム
［第９回］農業生産分野の情報システム
［第 10 回］仮想現実（VR）
・エンターテインメント分野の情報システム
［第 11 回］工業生産・物流分野の情報システム
［第 12 回］教育・スポーツ分野の情報システム
［第 13 回］エネルギー分野の情報システム
［第 14 回］交通分野の情報システム
第６回～第 14 回のスケジュールは，発表者（学生）の都合により前後します。

３.履修上の注意
テーマ発表や演習などの作業データを保存するために，USB メモリを用意してください（容量は問いません）
。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として，講義資料の該当部分を読んでください。また，各回の自習ができるように，授業フォルダリンク集を用意してい
ます。授業中に分からなかった部分は，ビデオ教材を利用して復習し，理解しておいてください。
テーマ発表や演習について，基本的には，授業以外の時間での作業は要求していませんが，課題に関する決定・選択・素材探し
などは要求することがあります。また，課題作成に手間取って作業時間が延びた場合は，各自授業外の時間でキャッチアップ
してください。

５.教科書
指定しません。

６.参考書
ビデオ教材以外の講義資料は、授業科目一覧からリンクされている各「step」のページで閲覧できます。実習に用いるパソコ
ンの画面を最大限活用するために、講義資料は印刷しておくことを推奨します。

７.成績評価の方法
平常点（授業への参加度および貢献度） 50%，課題レポート 50%。
出席の登録は，Oh-o! Meiji の「クラスウェブ／出欠管理」機能を用いて行いますので，30 分以上の遅延は「遅刻」扱いとな
ります。
課題レポートの提出は Oh-o! Meiji の「クラスウェブ／レポート」セクションを利用して行います。
定期試験はありません。

８.その他
前回欠席者のための説明やフォローは，時間の関係上，十分にはできないので，欠席した場合は講義資料を読む，ビデオ教材
を視聴する，サンプルプログラムを実行してみるなど，次回までにキャッチアップして臨んでください。各回の自習ができる
ように，授業フォルダリンク集を用意しています。
授業時間外の連絡や質問は，講師宛 e メールに送ってください
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情報社会論Ａ

江下

雅之

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC331J

１.授業の概要・到達目標
産業および社会の情報化の進展を社会科学の総合的な視点から講義する。産業革命との関連性を出発点に，情報化にともな
う産業構造の転換，社会生活の変容等と技術革新との相互作用的な影響を解説する。
この講義を通じ，社会と情報，社会と ICT との相互作用的な関係を，歴史的な文脈のなかで理解することを到達目標とする。
とりわけ，技術の進歩が一方的に社会を変容するのではなく，社会の変化が技術を選択するメカニズムが存在することを理解
する。近年は AI の社会的影響が幅広く議論されているが，AI に限らず，ICT が産業構造や就業構造に及ぼす影響を多角的に理
解する。これらの理解を通じ，現代社会における情報化の方向性を受講生は批判的に考察できよう。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
授業は「1 工業化と脱工業化」「2 産業の情報化」
「3 生活の情報化」
「4 情報社会のジレンマ」の 4 パートで構成される。
各回のテーマは次の通りである。
第１回：授業の全体像の説明〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第２回：1.1 機械化・電化と家庭生活
第３回：1.2 産業革命と工業化
第４回：1.3 情報社会論の構図〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第５回：2.1 先端技術と産業
第６回：2.2 流通革命とビッグデータ〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第７回：2.3 モノとモノづくりの情報化〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第８回：3.1 メディアとしての百貨店
第９回：3.2 流行という情報化
第 10 回：3.3 non place コミュニティ〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 11 回：4.1 電子的な監視
第 12 回：4.2 サイバーパンク的監視社会〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 13 回：4.3 情報社会の脆弱性〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 14 回：総括（情報社会の「いま，ここ」
）
＊講義内容および回の順序は必要に応じて変更することがあります。変更の際は Oh-o Meiji の「お知らせ」であらかじめ連
絡します。

３.履修上の注意
講義資料（スライドのダイジェスト版）を Oh-o Meiji で配布する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
この科目は，クォーター（7 週）完結型授業である。週に 2 コマの授業を，対面形式とオンデマンド形式にて実施する。
オンデマンド形式により実施する回については，原則として毎週火曜日に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信する。次回の対
面授業の日までに必ず受講すること。

５.教科書
使用しない。

６.参考書
『お母さんは忙しくなるばかり』ルース・シュワルツ＝コーワン（法政大学出版局）
『情報社会論の展開』田畑暁生（北樹出版）
『デパートを発明した夫婦』鹿島茂（講談社）
『ネットワーク社会の深層構造』江下雅之（中央公論新社）
『監視カメラ社会』江下雅之（講談社）

７.成績評価の方法
中間考査および期末考査で評価する（各 50%）
。中間考査は Part.1 および Part.2 を，期末考査は Part.3 および Part.4 を範囲
とするレポートで実施する。

８.その他
質問がある者は，twitter アカウント https://twitter.com/massa27 宛にリプライを送ってもよい。また，そのプロフィールに
記載されているメールアドレスまたは facebook ページ経由でもかまわない。
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情報社会論Ｂ

江下

雅之

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC331J

１.授業の概要・到達目標
情報化という現象を世界史的な社会変革の文脈のなかで再構築し，現代に至るまでの情報化がもたらした大変革を講義する。
欧州の近世における印刷革命以降の情報の生産量・流通量の拡大，近代における現象の多様化を具体的な事件をもとに解説す
る。
この講義を通じ，情報とコミュニケーションが世界史的事件のなかで果たした役割を理解することを到達目標とする。とり
わけ，現在進行中の大変革が監視社会化であり，それが中世以降の文脈下で必然的な現象であることを理解する。これらの理
解を通じ，現在進行形の情報化が巨視的な構造のなかでどう位置づけられるかを受講生は考察できよう。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
授業は「1 協働と情報の拡散」
「2 情報の操作」
「3 情報化と民主主義」
「4 情報化の〈いま・ここ〉
」の４パートで構成され
る。各回のテーマは次の通りである。
第１回：授業の全体像の説明〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第２回：1.1 文芸共和国
第３回：1.2 地下出版と大衆ジャーナリズム
第４回：1.3 革命と商業ジャーナリズム〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第５回：2.1 プロパガンダとメディア
第６回：2.2 パブリック・ディプロマシー〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第７回：2.3 アラブ革命とソーシャルメディア
第８回：3.1 ネットワーキングの思想〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第９回：3.2 ハッカーと情報「公開」
第 10 回：3.3 サイバー戦争〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 11 回：4.1 ソーシャルなメディア〔メディア授業（オンデマンド型）
第 12 回：4.2 メディアリテラシーの限界
第 13 回：4.3 メタメディア化した情報環境〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 14 回：総括（情報化の〈これから・どこ〉
）
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
この科目は，クォーター（7 週）完結型授業である。週に 2 コマの授業を，対面形式とオンデマンド形式にて実施する。
オンデマンド形式により実施する回については，原則として毎週火曜日に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信する。次回の対
面授業の日までに必ず受講すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
事前に専用サイトで配付される講義資料を授業前に一読し，必要に応じて講義に持参すること。講義中は適宜ノートを取り，
講義後には講義資料と照らし合わせて講義内容を再整理すること。

５.教科書
使用しない。

６.参考書
『学問の共和国』ハンス・ボーツほか（知泉書館）
『禁じられたベストセラー』ロバート・ダーントン（新曜社）
『ネットワーク社会の深層構造』江下雅之（中央公論新社）
『インターネットが変える世界』古瀬幸広・広瀬克哉（岩波書店）
『リンク格差社会』江下雅之（毎日コミュニケーション）

７.成績評価の方法
中間考査および期末考査で評価する（各 50%）
。中間考査は Part.1 および Part.2 を，期末考査は Part.3 および Part.4 を範囲
とするレポートで実施する。

８.その他
質問がある者は，twitter アカウント https://twitter.com/massa27 宛にリプライを送ってもよい。また，そのプロフィールに
記載されているメールアドレスまたは facebook ページ経由でもかまわない。
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情報政策論Ⅰ〔Ｍ〕

清原

聖子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)POL326J

１.授業の概要・到達目標
〈授業の概要〉
情報政策論の授業の狙いは，第一に，ブロードバンドやスマートフォンが急速に普及している今日，私たちが享受している
情報通信技術（ICT）による恩恵がどのような政策・政治によってもたらされてきたのか，誰がどのようにしてその政策を決定
しているのか，という点を理解すること，第二に，今日の ICT に関する政策課題は何かを把握し，その解決策を検討すること
にある。日本の ICT 政策の展開は，アメリカの影響を大きく受けてきた。
〈到達目標〉
情報政策論 I では，日本との比較考察的視点から，アメリカの通信・放送政策の歴史を振り返り，重要な争点を概説する中
で，当該分野の政策過程における大統領，行政機関（連邦通信委員会）や利益団体の役割について，理解を深める。また，政権
交代による政策過程への影響についても説明する。情報政策論 II と両方履修することで，日本と比較したアメリカの ICT 政策
の歴史やその特徴を抑え，ブロードバンドやソーシャルメディアが普及した日米共通の現代的課題まで網羅的に理解できるよ
うになり，日米比較政策研究の視点を養える。

２.授業内容
第１回 イントロダクション・情報政策論とは？
第２回 日米比較による政治制度・ICT 政策形成過程
第３回 通信の歴史①（日米比較：通信の独占から競争へ）
第４回 通信の歴史②（アメリカにおける 1996 年電気通信法の成立と競争政策）
第５回 通信の歴史③（ユニバーサル・サービス基金・デジタル・デバイドの日米比較）
第６回 通信の歴史④（ネットワーク中立性をめぐる議論の日米比較）
第７回 中間まとめ・ディスカッション
第８回 放送の歴史①（日米比較：ラジオからテレビへ，メディアの多様化）
第９回 放送の歴史②（アメリカにおける 1996 年電気通信法成立・通信と放送の融合へ）
第１０回 放送の歴史③（メディア所有規制緩和の日米比較）
第１１回 放送の歴史④（公共放送の役割の日米比較）
第１２回 放送の歴史⑤（国際放送の展開の日米比較）
第１３回 放送の歴史⑥（地デジ移行の日米比較・地上デジタル放送の海外展開）
第１４回 最終まとめ・書評レポートの振り返り
授業内容や順番に変更の可能性がある。
すべての授業回を、メディア授業（オンデマンド型）により実施する。

３.履修上の注意
基礎的知識の習得を重視して、本授業はオンデマンド授業で行う。オンデマンド授業では、講義の動画をクラスウェブの「授
業内容・資料」に、毎週水曜日 17:00 から配信する。初回を除いて配信日から１週間以内にその動画を閲覧して、アンケート
機能を用いて小課題レポートを作成し、提出する。
教員への連絡用のアンケートを設定するので、問い合わせをしたい場合はそちらから問い合わせをすること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
履修者同士の意見交換を行いやすいようにディスカッション機能を用いる予定。その内容についてはオンデマンドの授業内で
全体向けにフィードバックを行う予定。

５.教科書
使用しない。

６.参考書
『教養としてのアメリカ研究』清原聖子編著（大学教育出版）2021 年
『現代アメリカ政治とメディア』前嶋和弘，山脇岳志，津山恵子編著（東洋経済新報社）2019 年
『OTT 産業をめぐる政策分析―ネット中立性、個人情報、メディア』実積寿也、春日教測、宍倉学、中村彰宏、高口鉄平（勁草
書房）2018 年
『メディアの公共性：転換期における公共放送』大石裕，山腰修三，中村美子，田中孝宜編著（慶応義塾大学出版会）2016 年
『政治とマスメディア』谷口将紀（東京大学出版会）2015 年
『ネットワーク中立性の経済学

７.成績評価の方法
対面定期試験は実施しない。初回を除き，小課題レポートを提出する。小課題レポートの点数の総計を 80％，書評レポート 20％
で評価する。

８.その他
特になし。
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情報政策論Ⅱ

清原

聖子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)POL321J

１.授業の概要・到達目標
〈授業の概要〉
情報政策論の授業の狙いは，第一に，ブロードバンドやスマートフォンが急速に普及している今日，私たちが享受している
情報通信技術（ICT）による恩恵がどのような政策・政治によってもたらされてきたのか，誰がどのようにしてその政策を決定
しているのか，という点を理解すること，第二に，今日の ICT に関する政策課題は何かを把握し，その解決策を検討すること
にある。 情報政策論 II では，情報政策論 I で履修したことを前提に，さらに現代的な ICT 政策の課題について日米比較政策
研究の視点から検討する。狭義の通信・放送に関する政策だけでなく，ネット選挙やフェイクニュース、オープンガバメント
のような現代的問題についても検討する。
〈到達目標〉
本授業では，履修者が受け身で講義を聞くよりもアクティブに参加できるような形式にしていきたい。グループディスカッ
ションやプレゼンテーションを通じて情報環境をとりまく様々な現代的な政策課題について自ら考える力を身につけることを
目標とする。

２.授業内容
第１回 イントロダクション・情報政策論とは？
第２回 インターネット選挙運動の日米比較
第３回 選挙と IT・ネット投票は実現するか？
第４回 ゲストスピーカー１
第５回 フェイクニュース・プラットフォーム事業者の規制をめぐる動き
第６回 オープンガバメント・オープンデータとは？
第７回 災害時の通信確保とソーシャルメディアの活用
第８回 「情報通信白書」を読む・グループディスカッション１
第９回 ゲストスピーカー２
第１０回 「情報通信白書」を読む・グループディスカッション２
第１１回 ゲストスピーカー３
第１２回 「情報通信白書」を読む・グループディスカッション３
第１３回 履修者によるプレゼンテーション
第１４回 最終まとめ
ゲストスピーカーの都合などにより，授業内容や順番に変更の可能性がある。

３.履修上の注意
情報政策論 I を履修していることが望ましいが、情報政策論 II のみの履修も可。本授業にはグループワークなどに必要なた
め、ノート PC またはタブレット端末を持参すること。
講義の回（ゲストスピーカーの回を含む）は、授業時間内に演習として、クラスウェブのアンケート機能を用い、小課題レポー
トを作成する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
履修者のプレゼンテーションには準備が必要である。

５.教科書
総務省の「情報通信白書」
（オンライン資料）
初回の授業で URL を指示する。

６.参考書
『フェイクニュースの生態系』藤代裕之編著（青弓社）2021 年
『大災害と情報・メディア』三友仁志編著（勁草書房）2019 年
『フェイクニュースに震撼する民主主義ー日米韓の国際比較研究』清原聖子編著（大学教育出版）2019 年
『メディア・ローカリズム』脇浜紀子，菅谷実編著（中央経済社）2019 年
『アップル VS グーグル どちらが世界を支配するのか』フレッド・ボーゲルスタイン著，依田卓巳翻訳（新潮文庫）2016 年
『ポスト・オバマのアメリカ』山岸敬和，西川賢編著（大学出版会）2016 年
『第五の権

７.成績評価の方法
対面定期試験は実施しない。初回を除き，講義の回は小課題レポートを提出する。小課題レポートの点数の総計を６０％，授
業への貢献度（グループディスカッション・グループワークへの参加）２０％、プレゼンテーション２０％で評価する。

８.その他
本授業で総務省やシンクタンクなどから実務家をゲストスピーカーにお招きし，情報通信政策分野のホットイシューについて
お話し頂く機会を予定している。
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情報法Ａ〔Ｍ〕

成原

慧

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW376J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】情報法は，情報の生産・流通・消費など情報に関する法的問題を総合的・体系的に扱う法分野である。現代社会に
おいて，情報に関する法的問題は，インターネットを利用する場面をはじめ日常生活のさまざまな場面で密接に関わってくる
身近なものとなっている。本講義では，情報法の全体像を概観する。
【到達目標】現代社会において生活し，職業を営む上で密接に関わってくる情報に関する法的問題を総合的・体系的に理解す
るための基本知識・方法論を修得するとともに，情報に関する法的問題を多角的・批判的に検討することを通じて，今後の高
度情報社会において規範の形成や解釈・運用に主体的に関与することのできる能力を獲得することを目標とする。

２.授業内容
第１回 イントロダクション
第２回 法学の基礎
第３回 情報法の主体・客体・原理・手法
第４回 表現の自由と情報の自由な流通
第５回 情報に関する人格権:名誉権を中心に
第６回 プライバシー
第７回 個人情報保護
第８回 知的財産権
第９回 肖像権・パブリシティ権
第 10 回 メディアと法：プリントメディアを中心に
第 11 回 放送
第 12 回 通信
第 13 回 インターネット
第 14 回 全体のまとめ
※すべての授業回を、メディア授業（オンデマンド型）により実施する。

３.履修上の注意
この授業はメディア授業として開講される。毎回，教科書及びレジュメに即して授業を進める。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回授業テーマに対応する教科書や参考書の範囲を読むなどして予習を行うとともに，授業後にレジュメやノートなどを見返
して復習を行うこと。

５.教科書
曽我部真裕＝林秀弥＝栗田昌裕（著）
『情報法概説［第二版］』
（弘文堂，2019 年）

６.参考書
以下の判例集のいずれかを参照することが望ましい。
宍戸常寿（編）
『新・判例ハンドブック情報法』
（日本評論社，2018 年）
長谷部恭男＝山口いつ子＝宍戸常寿（編）
『メディア判例百選［第 2 版］
』
（有斐閣，2018 年）
また，市販の六法を携帯することが望ましいが，情報法関係の法令はポケット六法など小型の六法には収録されていないこと
も多いため，必要に応じて e-Gov 法令検索などを用いて参照すること。

７.成績評価の方法
期末レポート：80%，平常点（コメントシート，授業での発言等）
：20%

８.その他
特になし。
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情報法Ｂ

湯淺

墾道

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW371J

１.授業の概要・到達目標
概要
この科目は、情報管理・提供サービスの電子化・ネットワーク化が急速に進むなか、電子化された情報（電子情報）をインター
ネット経由で提供・利用することに伴う様々な法的問題を理解することを目的とする講義である。とくに、通信と放送の融合、
プロバイダの責任、個人情報の保護、違法情報や有害情報の規制、サイバーセキュリティなどをめぐる法的問題について、具
体的に考察する。
到達目標
・情報に関係して、どのような法律があるのかを理解すること。
・主要な法律の内容を理解すること。
・インターネット上で発生する事件が、法律とどのようにかかわるのか、判断できるようにすること。
・インターネット上の情報を利活用するのに必要な法的な知識、リテラシーを身につけること。

２.授業内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

情報法制の基礎の情報化社会
情報と法
通信の自由と通信ネットワークの規制
通信と放送
電子商取引と電子署名
プライバシーと個人情報の保護 1
プライバシーと個人情報の保護 2
インターネットと政治・社会
違法・有害情報の規制
IoT、ロボットと法
サイバーセキュリティ 1
サイバーセキュリティ 2
情報化社会の将来と法
まとめ

３.履修上の注意
担当者は、ガバナンス研究科教授。
六法について、六法（
「デイリー六法」などの小型のもの）を持参することが望ましいが、本講義で取り扱う法令はコンパクト
版の六法には載っていないこともあるので、適宜 e-Gov 法令検索などで補うこと。
e-Gov 法令検索

４.準備学習（予習・復習等）の内容
日頃から新聞やニュースサイト等で、情報に関する事件などの情報を収集しておくこと。
各回に関連する法令の条文に目を通し、内容を理解しておくこと。
講義中に紹介する判例等について、理解すること。

５.教科書
特に指定しない。

６.参考書
小向太郎『情報法入門』
福田雅樹・林 秀弥・成原 慧編著 『AI がつなげる社会』
内閣サイバーセキュリティセンター「サイバーセキュリティ関係法令 Q&A ハンドブック（Web ページ）
」
https://www.nisc.go.jp/security-site/law_handbook/index.html

７.成績評価の方法
レポートにより評価する（100％）

８.その他
特になし。
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人権と憲法Ⅰ

伊藤

純子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW321J

１.授業の概要・到達目標
この講義では、身近な問題や時事問題、歴史などの話も適宜交えながら、日本国憲法に定める人権と統治機構についての意義
と目的を学びます。
憲法の基本的な考え方と解釈を習得し、日本国憲法に定める人権と統治機構についての基礎的な知識と理解を身につけること
を目標とします。

２.授業内容
１．国民主権と立憲主義
２．参政権と国務請求権
３．精神的自由（１）表現の自由
４．精神的自由（２）思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由
５．人身の自由、法の適正手続
６．経済的自由権
７．社会権
８．教育を受ける権利と児童の権利
９．幸福追求権と新しい人権
１０． 人権の享有主体
１１． 法の下の平等、家族における平等
１２．統治（１）国民主権と国家の仕組み
１３．統治（２）司法と憲法補償
１４． 安全保障と平和主義

３.履修上の注意
授業時に六法を持参することが望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回の授業外学習時間は、90 分程度必要とする。
テキストの該当箇所を事前に読んでおくこと。

５.教科書
志田陽子編著『教職のための憲法』
（法律文化社，2017 年）

６.参考書
特に指定しない。

７.成績評価の方法
期末試験で評価する。

８.その他
特になし。
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人権と憲法Ⅱ

伊藤

純子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW321J

１.授業の概要・到達目標
この講義では、身近な問題や時事問題、歴史などの話も適宜交えながら、各国憲法に定める人権と統治機構についての意義と
目的を学びます。
憲法の基本的な考え方と解釈を習得し、各国憲法に定める人権と統治機構についての基礎的な知識と理解を身につけることを
目標とします。

２.授業内容
１．各国憲法史
２．統治機構概論
３．立法府
４．執行・行政府
５．司法府
６．違憲審査制
７．地方自治
８．人権総論
９．包括的基本権
１０．精神的自由
１１．経済的自由
１２．社会的権利
１３．参政権的権利
１４．手続的権利

３.履修上の注意
授業時に六法を持参することが望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回の授業外学習時間は、90 分程度必要とする。
テキストの該当箇所を事前に読んでおくこと。

５.教科書
君塚正臣『比較憲法』
（ミネルヴァ書房，2012 年）

６.参考書
特に指定しない。

７.成績評価の方法
期末試験で評価する。

８.その他
特になし。
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政策過程論

砂金

祐年

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)POL311J

１.授業の概要・到達目標
この授業では公共政策の形成過程について概説する。政策は政府や自治体だけが作るのではなく，様々な社会集団も形成に
携わっている。また政策の「何らかの解決策を打ち出す」側面だけでなく，従来の方針の継続や終了についても政策過程と捉
える。さらに，政策形成に影響を及ぼす環境や制度などマクロ的要因についても論ずる。
①政策過程に関する諸理論について基礎的な知識を身につける，②政策の立案・決定・実施・評価の過程を理解する，③日本
における政策過程の特色を理解する，の 3 点を到達目標とする。

２.授業内容
第１回（a のみ） イントロダクション
第２回 公共政策の特徴
第３回 政策類型
第４回 アジェンダ設定
第５回 政策問題の構造化
第６回 政策の手段①―直接供給と直接規制―
第７回 政策の手段②―誘導と啓発・説得―
第８回 規範的判断
第９回 政策決定と合理性
第 10 回 政策決定と利益
第 11 回 政策決定と制度
第 12 回 政策の実施
第 13 回 政策評価
第 14 回 政策と市民

３.履修上の注意
基本的には講義形式で進めるが，学生と教員の相互コミュニケーションをはかるために発表や意見を求めることがある。そ
のためにも予習・復習をしておくことが望ましい。また時事的な事例を盛り込む予定なので，最低限の知識を身につけるため
にも新聞に目を通しておくこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：日ごろから（インターネットではなく紙の）新聞に目を通す癖をつけておくこと。特に政治・政策に関する記事に注意し
ておくこと。
復習：毎回配布するレジュメをもとに復習すること。特に授業で学んだ理論やモデルによって，新聞等で報道される実際の政
策的な出来事をどのように分析することができるのかを考えてみること。

５.教科書
教科書は使用しない。毎回授業の冒頭に記述式レジュメを配布するほか，適宜資料を用いる。

６.参考書
『公共政策学の基礎［第 3 版］
』秋山貴雄・伊藤修一郎・北山俊哉（有斐閣ブックス）
※必ずしも購入する必要はないが，発展的な学習に取り組みたい学生には一読をお勧めする。

７.成績評価の方法
試験の素点 100 点（100％）を基準とし，それに平常点（受講態度，質問の頻度，発表・意見の内容など）を 10％程度加えて
評価する。なお，授業を 5 回以上欠席した者には単位を与えない。

８.その他
特になし。
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政治とメディア

川島

高峰

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)POL311J

１.授業の概要・到達目標
この講座は，クォーター（7 週）完結型のハイブリッド授業方式〔オンデマンド配信＋対面授業〕により実施され、政治とメ
ディアについて，三つのことを学ぶこととする。
第一に，古典についての学習である。情報・メディア・コミュニケーションのあり方や技術がいかに進歩・変容しようとも，
本質的な部分にそれほど大きな変化はない。この時代を越えて変化はないという部分については「古典」に重点をおく。
第二に，冷戦崩壊とメディアリテラシーの激変について話をする。メディアは価値の変容とメディア技術の変容の相関関係
により変わっていく。日本は 90 年代の世界的なメディア・リテラシーの激変に著しく出遅れた。良い点も悪い点も含めて，島
国鎖国体質のメディアの特徴である（良い点もある）
。 世界史は冷戦崩壊前後（1989 年）から激変期に突入し今日に至ってい
るが，この激変を加速させた情報・メディア・コミュニケーションが 1988 年から商用利用が開始されたインターネットであっ
た。そこで古典で指摘された諸原則がどのような現象として実際に現れたのかを学ぶこととする。
なお技術決定論の是非はさして重要ではないという立場である（重要であるとの立場は「主義」主義であり好みの問題と考
える）
。
第三に，日本及び今日のおける政治とメディアについて重要と思われることについて話をする。
到達目標は，有権者として政治について主体的に分析し，自身の見解を持つことができるために必要な政治に関するメディ
ア・リテラシーを身につけることにある。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
第１回 情報コミュニケーションと民主主義 － テキスト以前，民主主義以前 －，支配を支配するものとは何か，書記学的
支配と修辞学的支配について，原型メディアとしての「声」
第２回 ル・ボン『群集心理』
（1895）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第３回
「世論」論 ルソーとリップマン 一般意志，世論，幻の公衆
第４回
ミヘルス『政党社会学』
（1911） 巨大組織における少数支配の不可避性と現代〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第５回 冷戦崩壊と情報リテラシーの激変、湾岸戦争とアフガン戦争〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第６回 イラク戦争と情報リテラシー、冷戦と日本メディア
第７回 テレビと権力 1 エドワード・バーネーズ〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第８回 テレビと権力 2 スピンドクターの時代『プロパガンダの鉄則』
第９回 日本政治とメディア、新聞支配と 機密と民主主義〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 10 回 日本政治とメディア 2 テレビ時代の始まり
第 11 回 日本政治とメディア 3 野党転落と自民党による広報戦略の大転換〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 12 回 流言飛語の歴史 昔からあるポスト・トゥルース，Fake から現代の何を読み解くか？
第 13 回 民主主義の後退／ポプュリズム〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 14 回 民主主義が壊すメディア／メディアが壊す民主主義

３.履修上の注意
この科目は，クォーター（７週）完結型授業です。週に２コマの授業を，対面形式とオンデマンド形式にて実施します。
オンデマンド形式により実施する回については，毎週金曜日に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信するので次回の対面授業
の火曜日までに必ず受講しておくこと。
現代政治学Ⅰの履修を推奨する。特に後半の日本政治とメディアの講義個所は、現代日本政治の歴史についての知識がある
ことで理解がより深まるであろう。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
講義終了時に，講義内容についての要約と感想を書いてまとめておくことが望ましい。これは復習であると同時に，期末試
験に際しての自己の資料ともなる。特段，これを評価対象にはしないが，各学生の試験対策になるという点では，間接的には
評価対象になる。

５.教科書
レジュメを配布します。その中で重要な文献を紹介します。

６.参考書
ギュスターヴ・ル・ボン著／櫻井成夫訳『群衆心理』講談社学術文庫，逢坂巌『日本政治とメディア』中公新書，エドワード・
バーネイズ著／中田康彦訳『プロパガンダ教本』，W.リップマン著／掛川トミ子訳『世論 上・下』岩波文庫・同著／河崎吉紀
『幻の公衆』柏書房，ロベルト・ミヘルス著／森博・樋口晟子訳『現代民主主義における政党の社会学』

７.成績評価の方法
レポート 50％，期末試験もしくは期末レポート（対面実施ができない場合）50％で評価します。
期間中に複数回（3 回以下）
，「経過報告レポート」の提出をしますが，最初に提出したレポートに，次々と書き足してゆき，
最後に，1）コロナ禍のためにオンラインによる場合は，これに「最終報告レポート」を書き足し完成させる，2）対面による試
験実施の場合は，通常試験として「最終報告レポート」を制限時間内に書いて提出するという方式を取ります。なお，
「経過報
告レポート」も，
「最終報告レポート」も，それぞれ課題はともに共通したある目的に向かって作成していく設問になっている
ので，全体として学生は講義受講の成果物を作ることができるようになっています。

８.その他
特になし。
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ソーシャルビジネス論

金子

勝一

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)MAN391J

１.授業の概要・到達目標
今日，地球規模での環境問題，少子高齢化問題，貧困問題など，さまざまな社会的問題が顕在化してきています。これまで，
こうした社会的な問題に対して，国や地方行政が主体となって，その問題解決に取り組んできました。しかしながら，複雑化
する社会的問題に対して，国や地方行政が主体となって解決できる領域は限られ，多くの問題が未解決のままのように思われ
ます。
こうした問題は，日本のみならず世界的な問題となっており，国連は SDGs（Sustainable Development Goals）を提唱し，持
続可能な開発目標を示しています。
一方，営利を目的とする多くの企業は，利益を確実に上げるための事業を優先し，社会的問題の解決は消極的であるように
思われます。こうしたなかで，
「ソーシャルビジネス」が注目されています。そこで本授業では，
「ソーシャルビジネス」とは何
か，これまでのビジネスとはどのような点で相違点があるのかかを確認し，そのうえで，ソーシャルがビジネスがどのように
社会的問題の解決に有効であるかを検討します。
さらに，グローバル化の進展とともに，日本企業の海外での生産・販売のウェイトの増大，そして少子高齢化や長引く低成
長経済，国内市場の縮小など，環境の急速な変化が企業のあらゆる側面に大きな影響を与えています。これらの影響による企
業環境の変化に対すべく，日本企業は積極的かつ創意工夫をこらし，さらに ICT 活用を推進し，迅速かつ柔軟に対応していま
す。このように ICT の発展とともに，e-ビジネスが注目されています。そこで，e-ビジネスのノウハウを日本の中心的な産業
である製造業が SCM（サプライチェーン・マネジメント；Supply Chain Management）に活かそうとしています。これは，B to
B（企業対企業の取引；Business to Business）中心の従来型 SCM から，B to B＆C（Business to Business ＆ Consumer）を
対象とした「e-SCM」への流れとして捉えることができます。そこで本授業では，e-ビジネスと SCM を概観し，
「e-SCM」の概念
について，検討することにします。
また、グローバル化の進展による SC（Supply Chain）の複雑化・高度化は，フェアトレード問題やコロナ禍によるサプライ
チェーンの混乱などを生じさせています。今後は，こうした問題を克服するための SCM も求められます。
そこで本授業では，日本企業や社会が抱えている問題を整理し，上記の課題や対応について検討していくことにより，ソー
シャルビジネス・e-ビジネスおよび SCM の基本的な概念や経営手法を理解することを目的とします。その上で，これらの概念
や経営手法が日本・世界の社会経済システムにおいて，どのような可能性があるかを検討し，自ら考え新たなビジネス・モデ
ルを提案できるようになることを到達目標とします。

２.授業内容
第１回 a のみ：イントロダクション
第２回：社会的な課題と問題解決の方法
第３回：ビジネスとは何か
第４回：ソーシャルビジネスとは何か
第５回：ソーシャルビジネスとコミュニティ・ビジネス
第６回：ソーシャルビジネスと CSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）
第７回：ソーシャルビジネスの代表的な事例
第８回：行政とソーシャルビジネス
第９回：ソーシャルビジネスと地域社会
第 10 回：ソーシャル金融とその可能性
第 11 回：ICT とソーシャルビジネス
第 12 回：e-ビジネスとビジネス・モデル
第 13 回：e-ビジネスにおける予期せぬ成功
第 14 回：イノベーションと e-ビジネス／まとめ

３.履修上の注意
ソーシャルビジネスは，経営学や商学のみならず，情報，情報科学，工学などの研究分野との関係性も深く，学際的・文理融合
的な領域を含んでいます。また，社会においても大きく注目されている領域です。そこで，幅広い領域への関心を持っていた
だけると授業も理解しやすいと思います。できるだけ新聞やニュースなどで授業に関連する項目を確認しましょう。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に提示するキーワードや課題について，事前に文献等で調べてから授業に臨んでください。
さらに，授業中に確認した課題やキーワードについて，新聞等で事例を調べる，自分自身で課題や解決方法を考えることによ
り復習し，理解を深めてください。

５.教科書
特に定めません。
必要に応じて，プリントを配付する予定です。

６.参考書
『ソーシャル・ビジネス革命：世界の課題を解決する新たな経済システム』 ムハマド・ユヌス 著，岡田昌治 監修，千葉敏生
訳 （早川書房） 2010 年
『NPO,そしてソーシャルビジネス －進化する企業の社会貢献－坂本恒夫，丹野安子，菅井徹郎編著（文眞堂） 2017 年
『スマート・シンクロナイゼーション』 山下洋史・村田潔編著 （同文舘出版） 2006 年
『経営情報のネットワーキング戦略と情報管理』 山下洋史・金子勝一・村山賢哉編著 （同文舘出版） 2014 年

７.成績評価の方法
定期定期試験（30％）
，レポート課題（20％）および平常点（50％）による総合評価とします。
なお，定期試験は持込不可を予定していますので，各回の授業中に重要なキーワード・用語を必ず確認してください。

８.その他
特になし。
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組織と情報

竹中

克久

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC311J

１.授業の概要・到達目標
組織は人々のあいだで行われるコミュニケーションから成立している。本講義では，現代社会における組織の諸問題を，情
報，コミュニケーション，メディアといったキーワードから読み解いてゆく。
具体的には，組織における情報の偏在性，組織の中で生まれる情報弱者，組織における情報管理＝監視，組織のアカウンタ
ビリティ（説明責任）などのトピックを中心に情報と組織について学ぶ。
社会学や経営学などの枠組みにとらわれずに，
「情報」という概念から組織のはらむ諸問題を分析する能力を獲得することが到
達目標となる。

２.授業内容
第１回 a のみ イントロダクション：「組織と情報」とは何か
第２回 組織論と情報論の学説史１：組織の中の情報
第３回 組織論と情報論の学説史２：組織＝情報処理システム
第４回 組織論と情報論の学説史３：情報社会における組織
第５回 組織と情報：シンボルを介した組織情報
第６回 情報の偏在性と権力：なぜ人は権力に従うのか
第７回 組織における情報管理・監視
第８回 情報倫理とアカウンタビリティ
第９回 現代組織の諸問題１：偽装問題について
第 10 回 現代組織の諸問題２：組織と信頼
第 11 回 現代組織の諸問題３：危機と組織
第 12 回 組織が生み出す社会１：監視社会と身体社会
第 13 回 組織が生み出す社会２：学歴社会と消費社会
第 14 回 反組織論の展開・まとめ
※講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
現代の組織について何らかの興味を持っている学生が好ましい。また，社会問題などに敏感になっている学生も歓迎する。１，
２年次開講の「組織論」を履修していると理解がしやすい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
講義の冒頭で前回の講義の復習を行うが，事前に配付した資料を精読して講義に臨むこと。

５.教科書
毎回プリントを配布するが参考書があると理解がしやすい。

６.参考書
講義中に指示するが，以下のものは参考文献としてあげておく。
「制度と文化」
，佐藤郁哉・山田真茂留，日本経済新聞社
「経営組織」
，金井壽宏，日経文庫
「組織の理論社会学」
，竹中克久，文眞堂

７.成績評価の方法
定期試験 70％,ディスカッションペーパー30%

８.その他
特になし。
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知的財産法Ⅰ〔Ｍ〕

今村

哲也

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW376J

１.授業の概要・到達目標
授業概要：知的財産とは，人間の知能的活動によって生み出された成果物たる情報であり，これを保護するのが知的財産法で
ある。この講義では，知的財産法のうち，創作的表現をめぐる関係人の利害を調整する法制度である「著作権法」を中心に解説
する。著作権法の基礎的知識を理解した上で，それが具体的な事案においてどのように適用されるのかについて学ぶことを目
的とする。
到達目標：著作権法の基礎的知識を理解したうえで，それが具体的な事案においてどのように適用されるかについて理解する。
また，今後，知的財産権に関する諸問題に直面した際に，自ら調べ，考えられるだけの力を身につける。

２.授業内容
この講義はすべてオンデマンド型（収録動画配信型）で行う。
第１回：オリエンテーション、法解釈とは何か
第２回：イントロダクション、著作物（1）著作物性，著作物の種類，権利の目的とならない著作物
第３回：前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第４回：著作物（2）特殊な著作物，権利の目的とならない著作物
第５回：著作者（創作者主義の原則と修正）
第６回：前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第７回：著作者人格権，著作権の発生と効力，法定利用行為
第８回：前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第９回：権利制限，保護期間
第 10 回：前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第 11 回：著作隣接権
第 12 回：権利の活用（権利活用の類型）
第 13 回：権利侵害（権利侵害の要件，民事救済，刑事罰）
第 14 回：前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）

３.履修上の注意
この授業はメディア授業科目として開講される。授業はすべて，講義動画を Oh-o! Meiji システムを通じて配信するオンデマ
ンド型で行う。講義動画は原則毎週水曜日に Oh-o! Meiji システムを通じて配信し，授業動画は当該学期中の視聴を可能とす
る。なお，毎回の講義動画に対して，小テストを実施し，出席確認及び理解度確認を行う。また，Oh-o! Meiji クラスウェブの
ディスカッション機能を活用し，意見交換の場を設ける。教員への質問・相談窓口として，専用メールアドレスを履修者に通
知する（ただし、授業の内容に関する質問は、ディスカッション機能で行うこと）
。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、指定した資料を事前に目を通すこと、復習として小テスト等の課題を解くことを求める。予習・復習には 90 分程
度かかると想定される。

５.教科書
島並良・上野達弘・横山久芳『著作権法入門』
（有斐閣，第 3 版，2020 年）を使用する。その他，レジュメを用意する。

６.参考書
高林龍『標準著作権法』
（有斐閣，第 4 版，2019 年）
，文化庁ウェブサイト「著作権に関する教材，資料等」にある各種の Web
教材（映像），
『著作権テキスト』がある。知的財産法の分野は，頻繁に法改正がなされるので，最新の法令に準拠しているテキ
ストを選んで読むことが望ましい。

７.成績評価の方法
毎回の授業における小テスト 100％。特段の事情のない限り，14 回の授業のうち 4 回以上の欠席・未受講がある場合，単位を
付与しない。課題の未提出は未受講とみなす。
※対面形式での試験は行わない。

８.その他
クラスウェブのディスカッションを機能を活用し，講師および学生同士の意見交換の場を設ける。また、履修者が提出した小
テストやレポートの内容を共有し，意見や考えを共有する。積極的に参加することが期待される。
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知的財産法Ⅱ〔Ｍ〕

今村

哲也

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW376J

１.授業の概要・到達目標
授業の概要：知的財産とは，人間の知能的活動によって生み出された成果物たる情報であり，これを保護するのが知的財産法
である。この講義では，知的財産法のうち，技術的創作に関する情報を生み出した者に独占を許す法制度である「特許法」
，な
らびに業務上の信用の保護に関する「商標法」
，
「不正競争防止法」による商品等表示の使用規制について解説する。
授業の到達目標：特許法・商標法等の産業財産権法の基礎的知識を理解したうえで，それが具体的な事案においてどのように
適用されるかについて理解する。今後，知的財産権に関する諸問題に直面した際に，自ら調べ，考えられるだけの力を身につ
ける。

２.授業内容
この講義はすべてオンデマンド型（収録動画配信型）で行う。
第１回：イントロダクション
第２回：特許法：特許法：特許制度の概要と発明要件
第３回：特許法：前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第４回：特許法：特許要件（概要，産業上利⽤可能性，新規性，進歩性，記載要件，先願，公序良俗）
第５回：特許法：前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第６回：特許法：特許権の主体／特許出願・異議申立て・審判・審決等取消訴訟，特許権の効力
第７回：特許法：特許権の利用・存続期間・制限，先使用権利，消尽，特許権侵害の救済（1）
第８回：特許法：特許権侵害の救済（2）
第９回：特許法：前回の復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）
第 10 回：商標法：商標法（1）
第 11 回：商標法：商標法（2）
第 12 回：不正競争防止法：不正競争防止法（1）
第 13 回：不正競争防止法：不正競争防止法（2）
第 14 回：不正競争防止法／商標法：前回までの復習とまとめ（知識の確認や問題解決のための学習）

３.履修上の注意
この授業はメディア授業科目として開講される。授業はすべて，講義動画を Oh-o! Meiji システムを通じて配信するオンデマ
ンド型で行う。講義動画は原則毎週水曜日に Oh-o! Meiji システムを通じて配信し，授業動画は当該学期中の視聴を可能とす
る。なお，毎回の講義動画に対して，小テストを実施し，出席確認及び理解度確認を行う。また，Oh-o! Meiji クラスウェブの
ディスカッション機能を活用し，意見交換の場を設ける。教員への質問・相談窓口として，専用メールアドレスを履修者に通
知する（ただし、授業の内容に関する質問は、ディスカッション機能で行うこと）
。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、指定した資料を事前に目を通すこと、復習として小テスト等の課題を解くことを求める。予習・復習には 90 分程
度かかると想定される。

５.教科書
①駒田泰土・潮海 久雄・山根 崇邦『知的財産法 1 特許法 （有斐閣ストゥディア） 』
（有斐閣，2014 年）
，②茶園成樹編『商
標法』
（有斐閣，第 2 版，2018 年）
，③特許庁・2020 年度 知的財産権制度入門テキスト（③は，特許庁 HP で無料公開）

６.参考書
高林龍『標準特許法』
（有斐閣，第 7 版，2020 年）
，島並良・横山久芳・上野達弘著『特許法入門』
（有斐閣，第 2 版，2021 年），
特許庁『動画チャンネル』

７.成績評価の方法
毎回の授業における小テスト 100％。特段の事情のない限り，14 回の授業のうち 4 回以上の欠席・未受講がある場合，単位を
付与しない。課題の未提出は未受講とみなす。
※対面形式での試験は行わない。

８.その他
クラスウェブのディスカッションを機能を活用し，講師および学生同士の意見交換の場を設ける。また、履修者が提出した小
テストやレポートの内容を共有し，意見や考えを共有する。積極的に参加することが期待される。
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ビジネスと法Ａ〔Ｍ〕

今村

哲也

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW346J

１.授業の概要・到達目標
授業概要：ビジネスと法Ａでは，コンサートや演劇などのライブイベント，映画・ゲームビジネス，音楽ビジネスにおける法や
契約の役割について，著作権の問題を中心として，講義を行う。学生でもイメージしやすい例を挙げながら，そのような事例
に妥当な解決又はその方向性を導き出せる程度の応用力も身につけられるように解説する。
到達目標：上記のビジネス領域に関して，基本的な知識を修得し，かつ，基本的な法律問題において，その知識を用いながら妥
当な解決又はその方向性を導き出すことができるようになることが目標である。

２.授業内容
この講義はすべてオンデマンド型（収録動画配信型）で行う。
第１回 イントロダクション
第２回 ライブ・イベントビジネスのしくみと動向
第３回 ライブ・イベントビジネスの各プレーヤー
第４回 ライブ・イベントビジネスの著作権（1）
第５回 ライブイベント・ビジネスの著作権（2）
第６回 映画・ゲームビジネスのしくみと動向
第７回 映画・ゲームビジネスの各プレーヤー
第８回 映画・ゲームビジネスの著作権（1）
第９回 映画・ゲームビジネスの著作権（2）
第 10 回 音楽ビジネスのしくみと動向
第 11 回 音楽ビジネスの各プレーヤー
第 12 回 音楽ビジネスの著作権（1）
事 13 回 音楽ビジネスの著作権（2）
第 14 回 音楽ビジネスの著作権（3）
各回の予習として，指定した教科書等の該当箇所を事前に読了すること

３.履修上の注意
この授業はメディア授業科目として開講される。授業はすべて，講義動画を Oh-o! Meiji システムを通じて配信するオンデマ
ンド型で行う。講義動画は原則毎週水曜日に Oh-o! Meiji システムを通じて配信し，授業動画は当該学期中の視聴を可能とす
る。なお，毎回の講義動画に対して，小テストを実施し，出席確認及び理解度確認を行う。また，Oh-o! Meiji クラスウェブの
ディスカッション機能を活用し，意見交換の場を設ける。教員への質問・相談窓口として，専用メールアドレスを履修者に通
知する（ただし、授業の内容に関する質問は、ディスカッション機能で行うこと）
。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として、指定した資料を事前に目を通すこと、復習として小テスト等の課題を解くことを求める。予習・復習には 90 分程
度かかると想定される。

５.教科書
「ライブイベント・ビジネスの著作権」
，福井健策編著，CRIC（第 2 版，2015 年），
「映画・ゲームビジネスの著作権」
，福井健
策編著，CRIC（第 2 版，2015 年）
，
「音楽ビジネスの著作権」
，福井健策編著，CRIC（第 2 版，2016 年）を使用する。授業の進
行に合わせて資料を用意し，Oh-o! Meiji System にアップする。

６.参考書
授業のなかで適宜紹介する。

７.成績評価の方法
毎回の授業における小テスト 100％。特段の事情のない限り，14 回の授業のうち 4 回以上の欠席・未受講がある場合，単位を
付与しない。課題の未提出は未受講とみなす。
※対面形式での試験は行わない。

８.その他
クラスウェブのディスカッションを機能を活用し，講師および学生同士の意見交換の場を設ける。また、履修者が提出した小
テストやレポートの内容を共有し，意見や考えを共有する。積極的に参加することが期待される。
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ビジネスと法Ｂ〔Ｍ〕

今村

哲也

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW346J

１.授業の概要・到達目標
授業概要：ビジネスと法Ｂでは，出版・漫画ビジネス，インターネットビジネスにおける法や契約の役割について，著作権の問
題を中心として，講義を行う。学生でもイメージしやすい例を挙げながら，そのような事例に妥当な解決又はその方向性を導
き出せる程度の応用力も身につけられるように解説する。
到達目標：上記のビジネス領域に関して，基本的な知識を修得し，かつ，基本的な法律問題において，その知識を用いながら妥
当な解決又はその方向性を導き出すことができるようになることが目標である。

２.授業内容
この講義はすべてオンデマンド型（収録動画配信型）で行う。
第１回 イントロダクション
第２回 出版・漫画ビジネスのしくみと動向
第３回 出版・漫画ビジネスの各プレーヤ
第４回 出版・漫画ビジネスにおける「契約」をめぐる諸問題
第５回 出版・漫画ビジネスをめぐる法的問題（1）
第６回 出版・漫画ビジネスをめぐる法的問題（2）
第７回 出版・漫画ビジネスの二次的展開：映画化・ドラマ化，商品化契約等
第８回 出版・漫画ビジネスの将来像
第９回 インターネットビジネスのしくみと動向
第 10 回 配信ビジネスめぐる法的問題（1）
第 11 回 配信ビジネスめぐる法的問題（2）
第 12 回 SNS・マイクロブログ，投稿サービスめぐる法的問題，誹謗中傷と法（1）
事 13 回 誹謗中傷と法（2）／その他のサービスをめぐる法的問題 ほか
第 14 回 インターネットビジネスをめぐるその他の問題
各回の予習として，指定した教科書等の該当箇所を事前に読了すること

３.履修上の注意
この授業はメディア授業科目として開講される。授業はすべて，講義動画を Oh-o! Meiji システムを通じて配信するオンデマ
ンド型で行う。講義動画は原則毎週水曜日に Oh-o! Meiji システムを通じて配信し，授業動画は当該学期中の視聴を可能とす
る。なお，毎回の講義動画に対して，小テストを実施し，出席確認及び理解度確認を行う。また，Oh-o! Meiji クラスウェブの
ディスカッション機能を活用し，意見交換の場を設ける。教員への質問・相談窓口として，専用メールアドレスを履修者に通
知する（ただし、授業の内容に関する質問は、ディスカッション機能で行うこと）
。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として指定した教科書や映像資料などの該当箇所を事前に読了・視聴することを求める。講義では，次回までに読むべき
資料をその都度指示するので，それらを準備学習として読んでくること。予習には 90 分程度かかると想定される。

５.教科書
「出版・漫画ビジネスの著作権」
，福井健策編著，CRIC（2018 年，第２版），
「インターネットビジネスの著作権とルール」
，福
井健策編著，CRIC（第 2 版，2020 年）を使用する。授業の進行に合わせてレジュメを用意し，Oh-o! Meiji System にアップす
る。

６.参考書
「出版をめぐる法的課題

その理論と実務」
，上野達弘・西口元編著，日本評論社（2015）
。

７.成績評価の方法
毎回の授業における小テスト 100％。特段の事情のない限り，14 回の授業のうち 4 回以上の欠席・未受講がある場合，単位を
付与しない。課題の未提出は未受講とみなす。
※対面形式での試験は行わない。

８.その他
クラスウェブのディスカッションを機能を活用し，講師および学生同士の意見交換の場を設ける。また、履修者が提出した小
テストやレポートの内容を共有し，意見や考えを共有する。積極的に参加することが期待される。
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紛争解決システム論Ⅰ

宮田

泰

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW361J

１.授業の概要・到達目標
現代社会においては，裁判の本質を紛争解決制度との関連の中で捉えることが，喫緊の課題となっています。私的紛争は，
我々の人間の共同生活に偏在する現象であり，一度，紛争に巻き込まれると，そこから脱却することは，非常に困難であり，ま
た，国家が設営する公権的紛争解決制度の助力を得るということが必要となります。本講座では，現代の紛争解決制度の中で，
裁判所の「法による裁判」
（民事訴訟法）を裁判の本質という角度から考察し，同時に紛争解決制度に対する様々な要求，とり
わけ紛争当事者の主体性の確立という視点を加味して検討を加えてゆくこととします。
右の概要に基づき，基本書の精読と紛争解決システムの基本概念に対する理解をできるようになることを目標に授業を行い
ます。

２.授業内容
本講座は，民事訴訟法の手続きを，訴訟の開始，訴訟の審理，訴訟の終了という三つの段階に分けて解説を加えております。Ⅰ
では，そのなかでも，訴訟の開始に重点をおいて解説を加えます。
（１）序論
第１回 ＜1＞はじめに
第２回 ＜2＞民事訴訟法の意義
第３回 ＜3＞新民事訴訟法の成立
第４回 ＜4＞民事訴訟法の解釈
第５回 ＜5＞民事訴訟と憲法的保障
（２）訴訟の開始
第６回 ＜1＞総説：訴えの構造的把握
第７回 ＜2＞当事者論
第８回 ＜3＞裁判所の構成及び管轄
第９回 ＜4＞訴えの種類
第 10 回 ＜5＞訴訟対象論：訴訟物論争
第 11 回 ＜6＞訴訟対象論：訴訟物の特定方法
第 12 回 ＜7＞訴えの方法
第 13 回 ＜8＞訴え提起後の措置
第 14 回 ＜9＞訴え提起の効果

３.履修上の注意
授業の態度（提出物の提出状況）も成績評価に加味いたします。
課題・資料提示型の授業に理解の助けを得るため，WIFI 通信などを利用してやり取りを行うなどの補助的手段を講ずる場合が
あります。
また，通信状況が授業中に変化する場合には，多少講義の資料提示日の変更や，公開期日の前後などする場合があります。
余裕をもって粘り強く学習に取り組む必要がありますので，そのところはご了解ください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習復習の仕方等，この授業に関する学習方法は授業内で説明致します。

５.教科書
納谷廣美編著『新版・民事訴訟法』
（八千代出版，1999 年）

６.参考書
開講時に指定いたします。

７.成績評価の方法
平常点（20％）及びテスト（80％）により評価いたします。

８.その他
特になし。
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紛争解決システム論Ⅱ

宮田

泰

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAW361J

１.授業の概要・到達目標
現代の紛争解決システムは，適正な事案の解明に基づく裁判を実現するために種々の手続的な手当てを用意しています。本
講座のⅡにおいては，訴え提起から判決確定に至るまでの手続全般にわたって検討を加え，さらに多数の当事者が紛争に関与
する場合の応用例を概観することにします。本講座では，Ⅰと同様に裁判の本質の理解と紛争当事者の主体性を確立するため
の手続保障の問題にも配慮しつつ，検討を行います。
右の概要に基づき，基本書の精読，紛争解決システムの基本概念に対する理解，さらにはその応用問題に対する多角的な検
討をできるようになることを目標に授業を行います。

２.授業内容
本講座は，民事訴訟法の手続きを，訴訟の開始，訴訟の審理，訴訟の終了という三つの段階に分けて解説を加えております。Ⅱ
では，そのなかでも，訴訟の審理及び終了に重点をおいて解説を加えます。
（１）訴訟の審理
第１回 ＜1＞総説：審理進行のモデルの提示
第２回 ＜2＞手続の進行
第３回 ＜3＞事案の解明：弁論主義
第４回 ＜4＞審理に関する諸原則
第５回 ＜5＞口頭弁論
第６回 ＜6＞証明：証明の規律
第７回 ＜7＞証明：証明困難緩和のための方策
（２）訴訟の終了
第８回 ＜1＞総説
第９回 ＜2＞判決による訴訟の終了
第 10 回 ＜3＞当事者の行為による訴訟終了
第 11 回 ＜4＞確定判決の効力：即判力論
第 12 回 ＜5＞確定判決の効力：争点効論
第 13 回 ＜6＞複合訴訟：複数請求訴訟
第 14 回 ＜7＞複合訴訟：複数当事者訴訟

３.履修上の注意

４.準備学習（予習・復習等）の内容
この授業の予習・復習等に関しては，紛争解決システム論Ⅰの第一回目をもとに毎回の授業の中で説明いたします。

５.教科書
納谷廣美編著『新版・民事訴訟法』
（八千代出版，1999 年）

６.参考書
開講時に指定いたします。

７.成績評価の方法
授業への参加（出席）回数等を加味した平常点（20％）及びテスト（80％）により評価いたします。

８.その他
Ⅱの履修にはⅠの履修・修得が必要です。
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マスコミュニケーション論Ａ

永井

健太郎

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM351J

１.授業の概要・到達目標
大量の情報がメディアを通じて流通する。高度に情報化された現代社会で生じる様々な出来事を理解するためには，マスコミ
ュニケーションの歴史と成立プロセス，そして，その社会的機能と役割を理解することが必要である。本講義を通して，メデ
ィア社会で起こっている様々な現象への理解がより深まるはずである。
マスコミュニケーション論Ａでは，多くの研究成果をもとに，マスコミュニケーション研究の理論と，その歴史的な展開を
講義する。前半は，初期のマスコミュニケーション研究の形成と展開について，当時の様々な事件や出来事などに言及しなが
ら，解説する。後半は，テレビの普及とともに登場した新効果論研究の発展と展開へと話を進める。最後に，新効果論研究に対
する批判を紹介し，現在のマスコミュニケーション論の見取り図を整理する。
【到達目標】
1．マスコミュニケーション研究の形成と展開を説明できる
2．新効果論研究の発展といくつかの理論を説明できる
3．多様な理論から，現代の情報社会で行われている情報コミュニケーションに対して自身の考えを表現できる

２.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

イントロダクション：マスコミュニケーション論ことはじめ
マスコミュニケーション前史：メディアの発達
コミュニケーションの流れ研究の形成と展開
利用と満足研究の形成と展開
説得的コミュニケーション研究の形成と展開
弾丸効果論から限定効果論へ：多元社会論との接合
マスコミュニケーションの社会的影響：議題設定機能
マスコミュニケーションの社会的影響：沈黙のらせんモデル
マスコミュニケーションの社会的影響：知識ギャップ仮説
培養分析
メディアシステム依存論
スキーマ理論，フレーム理論の発展
マスコミュニケーション効果論への批判
a：期末試験，b：試験正答解説

３.履修上の注意
講義内容としては，マスコミュニケーション論 B をあわせて履修する必要はない。しかし，マスコミュニケーション論への理
解を深めたい場合は，マスコミュニケーション論 B も合わせて履修することを薦める。
第７回にそれまでの講義内容の理解度をチェックする小テストを行う。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
講義する内容に該当するテキストの箇所を前もって読んでくること。復習は，授業資料およびテキストを読み直し，理論を理
解しておくこと。
日常生活の中でのメディア利用や報道，ネット情報に意識を向けておくこと。

５.教科書
「マスコミュニケーション効果研究の展開」田崎・児島（編）
，北樹出版

６.参考書
使用しない。

７.成績評価の方法
試験 60％，リアクション・ペーパー40％

８.その他
特になし。

225

マスコミュニケーション論Ｂ

永井

健太郎

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM351J

１.授業の概要・到達目標
現代の政治過程において，マスコミュニケーションの影響を無視することはできない。そこで，マスコミュニケーション論
Ｂでは，マスコミュニケーションの社会的機能と政治との関係を紐解きながら，我々がメディアと政治の関係にどう向き合っ
ていくのかを議論する。前半は，日本におけるマスコミュニケーション研究の形成と発展を解説し，マスメディアを取り巻く
政治経済，マスメディアが持つ影響力について講義を行う。後半は，報道の現場へと焦点を移し，メディアが作り出すコンテ
ンツとその影響，そして，政治との関係を押さえる。
【到達目標】
1．日本のマスコミュニケーション理論の形成と展開を説明できる
2．メディアと政治の関係を双方の影響力から説明できる
3．ネット社会と政治の関係について考える知識を習得し，自らの考えを表現できる

２.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

イントロダクション：重層的なメディア社会に生きる
メディアと政治：メディアの社会的機能
メディア多元主義モデル：日本政治におけるメディアの位置づけ
メディアの自由に対する制約
メディアの政治的影響：即効強化，限定効果，新強力効果
メディアと世論：世論形成過程と世論とは何か
マスメディアと民主主義；その重要性の理解
マスメディアの取材
ニュースの生産過程
テレビと雑誌の報道
マスメディアと投票行動
マスメディアと政治：イメージの形成と娯楽化
ネットと政治
a：期末試験，b：試験正答解説

３.履修上の注意
講義内容としては，マスコミュニケーション論Ａを履修していなくても支障はない。しかし，マスコミュニケーション論Ａを
履修しておけばさらに理解が深まることは言うまでもない。マスコミュニケーション論Ａを履修しておくことを薦める。
第７回にそれまでの講義内容の理解度をチェックする小テストを行う。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
講義する内容に該当するテキストの箇所を前もって読んでくること。復習は，もう一度テキストを読み直し理論や事例を理解
し，自分の言葉で表現できるよう練習する。
日常生活の中でのメディア利用や報道，ネット情報に意識を向けておくこと。

５.教科書
「メディアと政治（改訂版）
」蒲島郁夫ほか，有斐閣アルマ

６.参考書
使用しない。

７.成績評価の方法
試験 60％，授業への貢献度 40％

８.その他
特になし。
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メディアの歴史

江下

雅之

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)CUL351J

１.授業の概要・到達目標
メディアの成立において，技術革新と社会変化とが相互作用的に推移すること，また，現代のメディア環境が古代・中世か
らの系譜を持ち，そして「19 世紀」に土台が成立していること，その上で，20 世紀終盤におけるメディアのデジタル化による
変革の本質を理解する。
この講義を通じ，メディアが成立するための社会的要件・制度的要件の成立過程を理解することを到達目標とする。とりわ
け，メディアを決定づける要素が技術だけでなく，むしろ用途面がメディアの枠組みを形成することを理解する。これらの理
解を通じ，技術論に偏することなく，メディアの環境の〈いま・ここ〉と，
〈これから・どこ〉への方向性を考察できよう。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
授業は「1 輸送から通信への転換」
「2 印刷・出版の誕生と読書の浸透」
「3 音の媒介」
「4 マルチメディアとメタメディア」
の 4 パートで構成される。各回のテーマは次の通りである。
第１回：授業の全体像の説明〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第２回：1.1 駅逓制と郵便制度の成立
第３回：1.2 電信以前のテレグラフと電気通信の模索〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第４回：1.3 有線電信と無線電信
第５回：2.1 欧州の印刷・出版革命革命
第６回：2.2 近代の読書の大衆化〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第７回：2.3 電子書籍の系譜〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第８回：3.1 ラジオ放送の誕生と浸透
第９回：3.2 電話のユニバーサル・サービス化
第 10 回：3.3 音と人・モノの分離と加工〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 11 回：4.1 写真：記録からコミュニケーション
第 12 回：4.2 複合化する映像産業〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 13 回：4.3 メタメディアとしてのコンピュータ〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 14 回：全体の総括：メディア環境の「いま，ここ」
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
この科目は，クォーター（7 週）完結型授業である。週に 2 コマの授業を，対面形式とオンデマンド形式にて実施する。
オンデマンド形式により実施する回については，原則として毎週火曜日に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信する。次回の対
面授業の日までに必ず受講すること。
講義資料（講義ノート、スライドのダイジェスト版）を Oh-o Meiji で配布する。レポートを作成するときは講義ノートをかな
らず参照すること。かりに講義内容と細かな点で違いがあるときは，講義ノートの内容に準拠すること。講義ノートに訂正箇
所が発生した場合は Oh-o Meiji で知らせる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
事前に配付される講義資料を授業前に一読し，必要に応じて講義に持参すること。講義中は適宜ノートを取り，講義後には講
義資料と照らし合わせて講義内容を再整理すること。

５.教科書
使用しない。

６.参考書
次に示す書籍が参考になる。詳細な参考文献は講義ノートで紹介する。
『メディアの近代史』パトリス・フリッシー（水声社）
『情報と通信の文化史』星名定雄（法政大学出版局）
『知識の社会史』ピーター・バーク（新曜社）
『アメリカ映画の文化史』ロバート・スクラー（講談社）
『興行師たちの映画史』柳下毅一郎（青土社）
『音響メディア史』谷口文和ほか（ナカニシヤ出版）
『思想としてのパソコン』西垣通/編（NTT 出版）

７.成績評価の方法
各パートが終了するごとにレポート課題を提示する。授業は 4 パートで構成されているので，全体で 4 課題が提示される。受
講者は各自の判断で 2 課題を選択し，指定された期日までに提出すること。成績評価は 1 課題につき 50 点で採点し，2 課題の
合計（100 点満点）で評価する。

８.その他
質問がある者は，twitter アカウント https://twitter.com/massa27 宛にリプライを送ってもよい。また，そのプロフィールに
記載されているメールアドレスまたは facebook ページ経由でもかまわない。
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メディア論

大黒

岳彦

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC331J

１.授業の概要・到達目標
メディアというとすぐに新聞やテレビといったマスメディアや，コンピュータや携帯といったメディア装置のことを考えるの
が常である。しかし文字や話し言葉も歴としたメディアであり，また表情や身振り手振りといった身体もメディアに数え入れ
ることができる。
この講義では常識的な「メディア」観から自由になり，
「メディアはコミュニケーションを秩序付け，編成する原理である」と
いう認識に基づいてメディアの機能と役割を考える。
また代表的な思想家のメディア理論の検討や吟味も行いながらメディア論の最前線へと導きたい。
最新のメディア技術の現代情報社会における意義を把握できるようになることも目標とする。

２.授業内容
前半では主にメディア論思想の学説史的な系譜を辿る。マクルーハン・ハヴロック・オングらの英米系メディア史観，ベンヤ
ミンのメディア思想，キットラーの電子メディア論，ドブレのメディオロジー，社会学のメディア論の系譜を紹介する。
後半では，マスメディア，電子メディア，身体メディアを含めた理論的な考察を行う。
「ヴァーチャル・リアリティー」
「サイバ
ースペース」
「ユビキタス・コンピューティング」といった最新技術をメディア論的に考察し，メディア社会における意味と機
能を考えたい。
講義内容は以下の予定。
１ ｢メディア」とは何か?
２ ｢メディア史観」
（マクルーハン・ハヴロック・オング）
３ 複製技術とベンヤミンの思想
４ キットラーのメディア論
５ ドブレのメディオロジー
６ カルチュラルスタディーズのメディア論
７ 社会学のメディア論（パーソンズとルーマン）
８ ｢マスメディア」はいかなるメディアか?
９ マスメディアとネットワークメディア
10 インターネットというメディア
11 Google・Twitter・Facebook
12 VR の歴史
13 VR とエンタテインメント
14 VR と情報社会

３.履修上の注意
特にない

４.準備学習（予習・復習等）の内容
常にアンテナを張り自分の身の回りのメディア環境に敏感であること。

５.教科書
『情報社会とは何か？─〈メディア〉論への前哨』
（NTT 出版）

６.参考書
授業の中でその都度紹介する。

７.成績評価の方法
平常点（30％）と期末の試験（70％）
。
（出席を取らないのに何故平常点があるのかという疑問が当方に寄せられますが，試験答
案の内容で出席の有無は当然分かります。
）

８.その他
特になし。
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文化と表象
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アート・マネジメント

難波

祐子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ART311J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
本授業では，アート・マネジメントの中でも，特に近年，美術館での展示にとどまることなく多様な展開をする現代美術の分
野の実践に焦点を当てる。具体的な事例や最新の動向などの紹介も交えながら，アート・マネジメントのこれまでとこれから
を主体的に思考していくための手がかりとなるような授業を目指す。
【到達目標】
与えられた知識をただ消費・消化するのではなく，展覧会やアートプロジェクトなどについて，自らの目でしっかりと観察，
分析し，その背景となる文脈や言説について，批評的に思考できるような手立てを身につけることを目標とする。

２.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

アートをマネジメントするとは？：現代アートの現場の見取り図
美術館は何をマネジメントしているのか？
展覧会の予算をマネジメントする
展覧会の空間をマネジメントする
展覧会の時間をマネジメントする
日本における展覧会とキュレーターの変遷 1：戦後から 80 年代まで
日本における展覧会とキュレーターの変遷 2：90 年代から現代まで
美術館を飛び出したアートをマネジメントする
国際展をマネジメントする
領域横断するアートをマネジメントする
グローバル化するアートをマネジメントする
誰のためのアート・マネジメントか？：観客について考える
ウィズ/ポストコロナ時代のアート・マネジメント：なぜ展覧会が必要なのか？
オープン・ディスカッション・まとめ

３.履修上の注意
講義による授業を基本とするが，アクティブ・ラーニングを取り入れ，グループ・ディスカッションやオープン・ディスカッシ
ョンも随時行う双方向型の授業とする。知的好奇心を持って授業に臨むこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業で紹介する美術館・博物館等の展覧会，イベント，オンラインプロジェクトなどを積極的に鑑賞・参加し，実践的な予習・
復習の機会とすること。

５.教科書
使用しない。

６.参考書
『現代美術キュレーターという仕事』難波祐子（青弓社）
，
『現代美術キュレーター・ハンドブック』難波祐子（青弓社）

７.成績評価の方法
授業への貢献度 100%
授業では、毎回ミニ課題の提出を基本とする。
（対面授業の場合は授業終了時に回収、オンライン授業の場合は、所定の日時ま
でにオンラインで提出）
全授業回数のうち、8 割以上の提出を単位取得の条件とする。

８.その他
特になし。
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英語の文化と歴史
（英語）

ドウ，ティモシー

Ｊ

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LIN341E

１.授業の概要・到達目標
This course provides an overview of the history of the English language and examines its major changes and
developments. Students will understand how historical and social developments led to the emergence of English as
a global language. Students will study the history of the English language from the year 450 to the present day.
The similarities between Old, Middle, and Modern English will be examined in addition to the influence of other
European languages such as Latin, German, and French. Students will also learn about how political, religious,
social, and scientific developments influenced the development of the English language.
Students will demonstrate their understanding of the course materials by engaging in a variety of activities in
order to improve their academic English skills in addition to developing their knowledge of the course content.
They will take notes on short lectures and complete class activities in small discussion groups. They will also
develop their academic listening and writing skills through note taking and writing short reports.

２.授業内容
第１回：How Do Languages Change?
第２回：The Romans in Britain, Germanic Migration
第３回：The Arrival of Christianity, Old English
第４回：Viking Invasions, the Influence of Old Norse
第５回：The Normans, Middle English
第６回：The Tudors, Standard English
第７回：Religious and Scientific English
第８回：The Emergence of Modern English
第９回：Dictionaries and Grammar, Modern English
第 10 回：Colonialism and the Spread of English
第 11 回：English as a Lingua Franca, World Englishes
第 12 回：Language Policy, ESL
第 13 回：Internet English
第 14 回：The Future of English

３.履修上の注意
This class will be conducted in English. Students will complete class activities and discussions in small groups.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will be required to complete class readings and homework assignments before classes.

５.教科書
No textbook is required. The teacher will provide reading materials.

６.参考書
Students should bring a dictionary （paper or electronic）. The teacher will provide supplementary materials.

７.成績評価の方法
The exam will count for 50% of the final grade. Homework assignments will count for 40%, and participation in
class discussions and quiz scores will count for 10% of the final grade.

８.その他
None.
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映像表現論（映像制作）

コーディネーター

大黒

岳彦

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)CUL341J

１.授業の概要・到達目標
テレビは社会を覗きこむ窓ではなく，番組の制作者が，混沌とした社会からネタを探し出し，わかりやすいよう再構成し，
視聴者に提示しているものである。ニュース番組の制作を通して，視聴者でなく制作者の視点から，こうしたメディアリテラ
シーの基本を学ぶ。少人数のチームに分かれて，それぞれのチームで共通テーマのもと 5 分程度の VTR を制作。さらにこの VTR
をもとにフジテレビ湾岸スタジオの専用スタジオで番組制作（疑似生放送）する。本講座ではフジテレビのプロデューサーら
番組制作のプロフェッショナルが講師として指導にあたる。

２.授業内容
（1）メディアリテラシー概論
（2）ニュース VTR の制作（VTR のテーマを決める）
（3）VTR の切り口を考え、リサーチする
（4）取材先を探す、構成案・取材プランを考える
（5）カメラの操作を学ぶ、小道具の準備・制作をする
（6）ロケ取材（第１取材先）
（7）ロケ取材（第２取材先）
（8）ロケ取材（追加取材）
（9）取材 VTR 素材のプレビュー＆オフラインシート作成（構成原稿第１稿提出）
（10）取材 VTR 素材のプレビュー＆オフラインシート作成（構成原稿最終稿提出）
（11）ナレーション収録、静止画作成
（12）スタジオ制作準備
（13）専用スタジオ（フジテレビ湾岸スタジオ内）でニュース番組を制作する
（14）番組プレビュー（フジテレビ湾岸スタジオ内）
，討論
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
一方的な講義でなく実習的な番組制作のため，積極的かつ主体的な授業への参加が求められる。毎週の授業時間中の出席は
もちろんのこと，授業時間外も台本作成等に励む必要がある。また，８月上旬にフジテレビ湾岸スタジオの専用スタジオにて
番組制作を行うので，この実習に必ず参加できる者のみ事前申込方法に沿って手続きをすること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
ニュース番組，情報番組などを意識的に見ることを推薦する。

５.教科書
とくになし。

６.参考書
とくになし。

７.成績評価の方法
授業への積極的かつ主体的な参加度を評価

８.その他
特になし。
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映像表現論（編集スキル）

コーディネーター

大黒

岳彦

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)CUL341J

１.授業の概要・到達目標
2020 年、コロナ禍により社会とメディアのあり様は大きく変化した。個人がネット上で発信したひとつの情報、一本の動画
が、政治や社会を動かし、世界を大きく変えた。もはやメディアはマスコミが独占するものではなく、個人個人がメディアと
なって発信していく時代となった。なかでも動画は発信力の最もすぐれた手段である。この講座では動画制作をテレビプロデ
ューサーとプロの編集マンが基礎から教える。テーマ設定、構成、動画撮影、そして編集作業となる。編集にあたっては、履修
生は各自の PC に無料編集ソフト「ダビンチ・リゾルブ」をダウンロードし、各自の PC で編集する。撮影はスマホや PC の ZOOM、
ビデオカメラなど手持ちのものを利用する。

２.授業内容
（1）動画編集の基礎を学ぶ①（素材の取り込み、カットの分割）
（2）動画編集の基礎を学ぶ② （ミュージッククリップ制作）
（3）動画のテーマを決める（春学期で撮影した動画とフリー素材を元に構成）
（4）独自の視点で動画の構成を考える① （構成案）
（5）独自の視点で動画の構成を考える② （構成台本）
（6）独自の視点で動画の構成を考える③（ナレーション）
（7）動画編集のテクニックを学ぶ①（BGM、SE、ナレーション）
（8）動画編集のテクニックを学ぶ②（テロップ、タイトル）
（9）動画編集のテクニックを学ぶ③（エフェクトや合成）
（10）動画編集の仕上げ①
（11）動画編集の仕上げ②
（12）動画編集の仕上げ③、作品提出
（13）完成した動画のプレビュー＆討論①
（14）完成した動画のプレビュー＆討論②
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
一方的な講義でなく実習的な番組制作のため，積極的かつ主体的な授業への参加が求められる。毎週の授業時間中の出席はも
ちろんのこと，授業時間外も VTR 編集等に励む必要がある。
編集ソフトとして DaVinci Resolve（無料版）使用するため、このソフトウェアが使用できるノート PC の持参が必要となる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
ニュース番組，情報番組などを意識的に見ることを推薦する。

５.教科書
とくになし。

６.参考書
とくになし。

７.成績評価の方法
授業への積極的かつ主体的な参加度を評価

８.その他
なし
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音楽表現論

宮川

渉

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)CUL341J

１.授業の概要・到達目標
私たちの世界には様々な音楽表現が混在する。これらの音楽を「普遍性と特殊性」という対によって特徴づけることはでき
ないだろうか。音楽表現は，多種多様である反面，同じ根幹に基づいている。古代であろうと現代であろうと，あらゆる地域で
人間は歌い，楽器を弾き，踊り続けてきた。音楽語法に関しても，それは時代や地域によって異なるが，そこには共通点もあ
る。
この講義の目的は，音楽における普遍性と特殊性が，具体的にどのように定義できるか，を考察することである。そのため
今日のポピュラー音楽のベースとなっている西洋音楽と黒人音楽の特徴を主に検証し，さらに私たちが暮らす日本で生まれた
音楽表現を学ぶ。それぞれの音楽を理論や鑑賞を通じて考察することにより，様々な音楽表現や文化への理解を深めることを
目指す。

２.授業内容
（１）ａのみ：音楽表現における普遍性と特殊性（１）イントロダク
ション
（２）音楽表現における普遍性と特殊性（２）音楽語法
（３）音楽表現における普遍性と特殊性（３）音楽と環境
（４）西洋音楽（１）バロック
（５）西洋音楽（２）古典派
（６）西洋音楽（３）ロマン派
（７）西洋音楽（４）近代
（８）西洋音楽（５）現代
（９）ポピュラー音楽（１）ブルース
（10）ポピュラー音楽（２）ジャズ
（11）ポピュラー音楽（３）ビートルズ以降
（12）日本の音楽（１）J-POP
（13）日本の音楽（２）伝統音楽
（14）まとめ
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
視聴覚教材・資料を用いて様々な音楽を鑑賞する。音楽経験者，未経験者に関係なく誰でも受講できるが，楽譜などを用いる
こともある。

４.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予習復習に利用すること。

５.教科書
特に定めない。

６.参考書
『音楽と思想・芸術・社会を解く音楽史 17 の視座』 田村和紀夫，鳴海史生（音楽之友社）1998 年
『「序破急」という美学』 丹羽明（音楽之友社）2004 年
『はじめての音楽史』 久保田慶一編（音楽之友社）2008 年
『憂鬱と官能を教えた学校』上下巻 菊地成孔，大谷能生（河出文庫）2010 年
『リズムから考える J-POP 史』 imdkm（blueprint）2019 年

７.成績評価の方法
平常点 15％，授業への取り組み 15％，期末試験 70％
期末試験は筆記試験。授業中にレポートを書く機会を設けることがある。

８.その他
特になし。
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記号論

大黒

岳彦

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)CUL311J

１.授業の概要・到達目標
記号論は，20 世紀初頭に成立をみた比較的新しいディシプリンである。その特徴は，人間の生活のさまざまな現象を「記号」
として捉え分析することで，その「意味」を読み解こうとする点にある。その影響は言語学はもちろんのこと，人類学，文学理
論，映画批評，精神分析，宗教学，美学，メディア論，社会理論など広大な範囲に及んでいる。学際的な学部である情報コミュ
ニケーション学部で，多様な研究課題に取り組んでいる学生諸君には「記号論」は様々なヒントと格好の武器を提供すること
になるはずである。
講義では，まず前半で，
「記号」とは何か?という問題を「言語」との比較において哲学的に考えてみたい。後半では，様々な分
野を代表する思想家たちが「記号」をどのように捉え，またその「記号」観を以って自らが研究する対象にどのようにアプロー
チしていたのか，できるだけ具体的にみる。
言語にとどまらない広範な記号現象のメカニズムを理解すると同時にマスメディアからインターネットメディアへの推移に伴
う記号の変容をフォローアップすることを到達目標とする。

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

イントロダクション
言語とはなにか（1）
言語とはなにか（2）
言語とはなにか（3）
言語とはなにか（まとめ）
記号とはなにか（1）
記号とはなにか（2）
言語と記号（クリステヴァ，ソシュール）
構造と記号（レヴィ・ストロース）
哲学と記号（エーコ，デリダ）
コミュニケーションと記号（シャノン，エーコ）
マスメディアと記号（ホール，ボードリヤール）
映像と記号（パノフスキー，バルト）
身体と記号

３.履修上の注意
特になし。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
拙著『ヴァーチャル社会の〈哲学〉—ビットコイン・VR・ポストトゥルース』
（青工社）第二章を事前に読んでおくと，理解が深
まります。

５.教科書
なし。

６.参考書
その都度指示する。

７.成績評価の方法
試験 100％

８.その他
特になし。
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近・現代史Ⅰ

高江洲

昌哉

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)HIS311J

１.授業の概要・到達目標
概要
「都市と農村」に関する近現代日本史の流れを扱う。現在日本では少子高齢化などにより地域格差の問題が議論されている。
地域をめぐって近現代の日本はどのような問題に取り組んできたのか。地域をめぐる問題を歴史的に把握するため、本講義で
は近現代日本における「都市と農村」の問題を概観する。歴史研究の研究動向を振り返ると、ここ数 10 年ほどは都市史が脚光
を帯び、農村史に対する関心度が低下してきた。その背景には、産業構造における農業の比重低下など高度経済成長以降の社
会変化がある。かかる展開の意義を確認しつつ、受講生各自が講義内容から興味あるテーマを見つけるような内容を試みる。
授業は、研究の原動力となる問題関心を確認するため往還的な構成をとりつつ、本テーマに関する日本近現代史の通史的な流
れとテーマ的な素材を組み込むことで、日本史理解の深化を目指していく。
到達目標
本件に関する歴史的理解を深め、研究史の確認、分析視角の習得、歴史像の豊富化などを目指す。

２.授業内容
1.はじめに―地方都市の現在から歴史を考える糸口を確認する
2.歴史学は都市と村落をどのように扱ってきたか
3.明治地方制度の特徴
4．近代日本の統治原理と農村社会―市制・町村制や名望家問題を事例にして
5.地方改良運動と理念としての「日本社会」
6.帝都東京の成立と展開
7.1930 年代の都市と農村
8.軍都の成立と展開
9.植民地のモダンー植民地都市の成立と展開について考える
10.戦後社会における「都市化」の問題
11．日本社会の変容：1968 年（異議申し立て）の時期からバブル期を中心に
⒓．平成の時代：「ふるさと資源」活用の時代
13．まとめと試験
14．講評

３.履修上の注意
歴史（日本史）の知識が十分なくても、本テーマに関心があれば積極的に履修してほしい。
授業の進展と学生の関心によって授業内容の変更もありうる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
シラバスで提示した参考文献または授業初回時に配布する文献リストなどを利用して、本講義を理解するのに必要な文献を読
んで授業に臨むように。また、授業を受けて感じた疑問点なども図書館などを利用して自己学習して理解するように。

５.教科書
特になし

６.参考書
大石嘉一郎『近代日本地方自治の歩み』
（大月書店、2007 年）
大島美津子『明治のむら』
（教育社、教育社歴史新書、1977 年）
荒木田岳『村の日本近代史』
（筑摩書房、ちくま新書、2020 年）
成田龍一編『近代日本の軌跡９ 都市と民衆』
（吉川弘文館、1993 年）
高畠通敏『地方の王国』
（岩波書店、同時代ライブラリー、1997 年）

７.成績評価の方法
授業内課題（4，5 回実施予定）30％、レポート 35％、試験 35％

８.その他
特になし。
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近・現代史Ⅱ

高江洲

昌哉

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)HIS311J

１.授業の概要・到達目標
近・現代史Ⅱは、
「“周辺から眺める”―群島国家日本の自画像」というテーマで、日本近現代史という時期を対象に日本の領
土観と、国境周辺部で起きた人々の実践などを通して日本の国境について考察する。日本史の教科書でも「明治初期の対外関
係」の項目で<近代国境>の画定について学ぶが、教科書では外交交渉が中心の記述であり、そこでの人々の生活については十
分記述されていない。そのため、本講義では画定後の人々の生活や外部からの「眼差し」についても意識的に扱うことにした。
本テーマを設定した理由は、
「脳トレ」など頭を柔軟にする実践は日常生活でも盛んであるが、こと領土問題に関しては「固
有の領土」言説が強く、<近代国境>について「柔軟」に考える機会が乏しいことに由来する（A 国のものでなければ、B 国のも
のという単純な話ではない）
。そもそも、国境問題をこじらせているナショナリズムについて、半期の授業でナショナリズムが
克服できるほど、ナショナリズムの呪縛は簡単なものではない。よって「国境周辺部で起きた」歴史を学ぶことで、ナショナリ
ズムに立脚する思考法について相対化の道筋を学ぶことを第 1 の目的とする。次に、合理的批判精神をみにつけ主権者として
の教養を豊かにしていく事を第 2 の目的とする。

２.授業内容
１：導入としてー課題の確認ー
２：教科書における「領土画定」
３：樺太・千島を事例に
４：琉球（沖縄）を事例に
５：小笠原を事例に
６：対馬を事例に
７：「奄美」を事例に
８：大東島の開拓
９：周辺の「皇化」と「軍事化」
11：海に線を引くー李承晩ライン前後ー
⒓：ヤポネシア論を考える
13：まとめと試験
14：講評

３.履修上の注意
歴史（日本史）の知識が十分なくても、本テーマに関心があれば積極的に履修してほしい。
授業の進展と学生の関心によって授業内容の変更もありうる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
シラバスで提示した参考文献または授業初回時に配布する文献リストなどを利用して、本講義を理解するのに必要な文献を読
んで授業に臨むように。また、授業を受けて感じた疑問点なども図書館などを利用して自己学習して理解するように。

５.教科書
特になし

６.参考書
安岡昭男『明治維新と領土問題』
（教育社、教育社歴史新書、1980 年）
茂木敏夫『変容する近代東アジアの国際秩序』
（山川出版社、1997 年）
武光誠『国境の日本史』
（文藝春秋、文春新書、2013 年）
岩下明裕『入門国境学』
（中央公論新社、中公新書、2016 年）
芹田健太郎『日本の領土』
（中央公論新社、中公文庫、2010 年）
西牟田靖『ニッポンの国境』
（光文社、光文社新書、2011 年）
草原和博・渡部竜也編『“国境・国土・領土”教育の論点争点』
（明治図書、2014 年）

７.成績評価の方法
授業内の課題（30％）
、レポート（35％）
、試験（35％）

８.その他
特になし。
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経済思想史

高橋

信勝

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ECN321J

１.授業の概要・到達目標
この授業は，経済学あるいは経済学的思考に慣れ親しんでいない受講者を対象とする。経済活動は私たちの生活の一部であ
る。私たちが同一の経済活動を議論する場合でも，視点が異なれば，その光（プラス）と影（マイナス）についての判断は異な
る。この授業では，経済活動にまつわる思想と制度を歴史的アプローチにもとづいて説明するが，そのさいに経済活動を複眼
的に理解できるように経済学以外の学問領域の知見をも紹介する。受講生各自が経済活動をみる「眼」をみずから養うことに
意欲的になるような授業展開をはかる。
この授業の到達目標は，経済学の課題とは何かを理解し，3 つの経済主体，すなわち，
「企業」と「家計」と「政府」それぞ
れの社会的責任とは何かを理解することである。

２.授業内容
第１回：授業の進め方と成績評価の仕方（a.のみ）
第２回：経済活動と経済学―自己保存，経済問題，経済システム
第３回：経済学の原像をさぐる―経済循環，相互依存，成長志向と反成長志向
第４回：市場経済（1）―価格調整メカニズム
第５回：市場経済（2）―資源配分
第６回：一国経済を全体としてみる―GDP，経済成長，景気循環
第７回：生産の担い手としての企業（1）―企業の本質と形態，株式会社，株式市場
第８回：生産の担い手としての企業（2）―企業間関係，企業の社会的責任
第９回：家計の機能とその運営（1）―収支管理，生活設計
第 10 回：家計の機能とその運営（2）―生産者への“protest”
第 11 回：政府の経済活動（1）―非市場的な資源配分
第 12 回：政府の経済活動（2）―政府の社会的責任
第 13 回：労働問題―少子高齢社会における多元的な共生
第 14 回：授業の総括

３.履修上の注意
数学はいっさい使用しない。関連科目として思想史，社会史などの歴史科目を履修するのが望ましい。
コロナ感染者数の状況等に応じて，授業内容の形式は変更することがあるので注意すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめテキストを読んでおくこと。授業では，キーワードを板書し，テキストを参照しながら説明をすすめる。詳細な
授業内容の板書は行わないので，授業終了後，授業の本筋についてノートを整理し直すこと。

５.教科書
高橋信勝『経済認識の扉』
（八千代出版）2019 年

６.参考書
猪木武徳『経済思想』
（岩波書店）1987 年
竹内靖雄『市場の経済思想』
（創文社）1991 年
間宮陽介『市場社会の思想史―「自由」をどう解釈するか』
（中央公論新社）1993 年
坂井素思『産業社会と消費社会の現代―貨幣経済と不確実な社会変動』
（放送大学教育振興会）2003 年

７.成績評価の方法
小テスト（20％）と期末試験（80％）にもとづいて成績評価を行う。

８.その他
なし。
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言語態研究

内藤

まりこ

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LIN311J

１.授業の概要・到達目標
私達の生活空間には，文学や映画，演劇，漫画等，さまざまな言語表現が溢れており，それらは通常，趣味や娯楽の対象とし
て享受されています。そして，そうした言語表現はしばしば「虚構」と称され，
「事実」や「現実」とは異なり，信憑性に欠け
ると評されたりもします。
そのため，そのような日常の鑑賞の場においては，言語表現が実は私達の物事に対する思考や認識のあり方を形作っている
ことや，虚構と事実や現実とが簡単に切り分けられるわけではないことはあまり意識されません。
これに対して，本授業の科目名に掲げている「言語態」とは，言語および言語活動一般の様態および法則性のことを意味し
ます。つまり，
「言語態」という範疇の中で，文学や映画，演劇，漫画等の言語表現は，
「事実」や「現実」を書き表すとされる
歴史書や科学書，新聞や雑誌，広告等の政治的・経済的・社会的・文化的言説と同等の言語表現と捉えられるのです。
本授業では，こうした「言語態」の概念に基づき，過去や現在の主に日本社会において生み出されてきた言語表現の数々を，
「文学理論」と呼ばれる，言語表現を読み解くための理論を用いて分析します。
受講生は，言語態分析を通じて，
「虚構」と「事実」という安易な二項対立の枠組みでは捉えきれない，複雑で奥深い言語の
働きを理解することになるでしょう。
また，文学理論という学問分野を学んだ上で文学や映画，演劇，漫画等の言語表現を分析すること（言語態分析）で，日常感
覚の敷衍では決して導きだすことのできない作品の解釈や，作品と歴史的・社会的背景との関わりを理解する方法を身につけ
られるでしょう。
最終的に，受講生は，授業を通して学習した文学理論に関する専門的な知識と技術を以て，自ら言語態分析を行い，分析結
果に基づく考察を論文にまとめます。

２.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

イントロダクション
文学理論の概観・課題作品１の読解・視聴
作者論・作品論の限界：ロラン・バルト「作者の死」
構造主義批評（１）
：ウラジーミル・プロップ「物語の３１の機能」
構造主義批評（２）
：ジェラール・ジュネット「語りの構造」
構造主義批評（３）
：ジュリア・クリステヴァ「インターテクスチュアリティー」
脱構築批評：ジャック・デリダ「脱構築」
課題作品２の読解・視聴
読者反応批評：ヴォルフガング・イーザー「読者行為論」
ジェンダー・クイア批評：ジュディス・バトラー「ジェンダー・トラブル」
ポスト・コロニアル批評（１）
：エドワード・サイード「オリエンタリズム」
ポスト・コロニアル批評（２）
：ガヤトリ・スピヴァク「サバルタンは語れるのか」
マルクス主義批評・カルチュラル・スタディーズ：カール・マルクス「階級闘争」
言語態分析の方法と意義

３.履修上の注意
・ほぼ毎週課される作品の読了や参考資料の読解等の課題に取り組む意欲のある者のみ受講されたい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・ほぼ毎週，宿題が課される。宿題の内容は，作品の読了もしくは視聴，参考資料の読解等である。

５.教科書
・指定しない。
・毎週，授業プリントを配布する。

６.参考書
・テリー・イーグルトン『文学とは何か―現代批評理論への招待』
（岩波書店，1997 年）
・大橋洋一『新文学入門―T・イーグルトン『文学とは何か』を読む』
（岩波セミナーブックス，1995 年）
・筒井康隆『文学部唯野教授』
（岩波書店，2000 年）
・橋本陽介『ナラトロジー入門―プロップからジュネットまでの物語論』
（水声社，2014 年）
・石原千秋・小森陽一他『読むための理論』(世織書房，1998 年)
・前田愛『文学テクスト入門』
（ちくま学芸文庫，1993 年）

７.成績評価の方法
・リアクション・ペーパー 20%
・中間レポート
30%
・学期末レポート
50%
学期末レポート未提出の場合，単位の取得は認められない。

８.その他
特になし。
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言語表現論

伊藤

豊

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)CUL341J

１.授業の概要・到達目標
言語が関わる表現は，小説・詩などの文学作品に限らず歌詞を伴う音楽や歌，脚本（台本）を伴う映画や演劇，旅行記やエッ
セイにコラム，広告産業におけるコピーライティングなど多岐にわたります。加えて，音楽家や劇作家が小説を書いたりもし
くは並行して両分野での作品を発表すること，音楽や写真などの非言語表現から触発された言語表現など，分野の垣根を超え
た作品も現在までに多数発表されています。
本授業では実際に各表現分野で活動する方達をゲストに迎えて実際の創作における現場の声を受講生たちに届けてもらうと
ともに，学生たち自身にも様々なアプローチで言語表現の創作に取り組んでいただきます。表現者を目指す目指さないに関わ
らず，創作に挑戦することで，表現者の立場やその過程を体験的に学習してもらいます。
また，各表現にはその表現に直接従事するものと，その表現をなんらかの形で補助する立場の者が少なからず存在します。
そういった立場の者たちが実際にどういった作業をして関係しているのかを分析していきます。
最終到達点として，講義のなかで学んだ内容をもとにこちらの指定する言語表現作品を提出してもらいます。

２.授業内容
1. テーマ 2. 内容 3. 取り扱う作品（ある場合のみ表記）
※3 については変更および追加する可能性があります。
※授業内容の順番が変更になる可能性があります。
第１回 1. イントロダクション
2. 課題説明
第２回 1. 広告
2. 課題発表および読解
第３回 1. 旅行記①
2. 読解および最終課題に向けてのガイダンス
3. 雑誌記事 拙著「歌はどこだ」
第４回 1. 写真①
2. 読解および課題講評
3. 写真集 浅田政志「浅田家」
第５回 1. 写真②
2. 課題講評 写真から着想を得た物語創作 写真家朝岡英輔氏を迎えて
第６回 1. 音楽①
2. 読解
3. 楽曲 小島ケイタニーラブ「ガラスの水時計」
第７回 1. 音楽②
2. 課題講評およびグループワーク
第８回 1. 音楽③
2. 読解および課題講評 音楽家小島ケイタニーラブ氏を迎えて
3. 楽曲 小島ケイタニーラブ「サマーライト」
第９回 1. 旅行記②
2. 最終課題の経過発表
3. 雑誌記事 拙著「歌はどこだ」
第 10 回 1. 演劇①
2. 講義および視聴
3. ままごと「あゆみ」
第 11 回 1. 演劇②
2. 視聴および解説
3. ままごと「あゆみ」
第 12 回 1. 小説①
2. 読解
3. 小説 温又柔「さよならは内緒でね」 エッセイ「国語から旅立って」
第 13 回 1. 小説②
2. 課題講評 小説家温又柔氏を迎えて
第 14 回 1. 振り返り
2. 講義 分野の垣根を越えた言語表現のあり方

３.履修上の注意
・創作の課題を数多く出すので，将来なんらかの創作活動を生業としたい者
または創作に関連する職種を目指す者，課題に取り組む意欲のある者の受講を求めます。
・創作の経験の有無は問いません。未経験者でも意欲があれば問題ありません。
・受講生が書いた創作物は受講生や授業ゲスト間で共有したりすることもあることを予め承知ください。
・各講義の順番については変更となる可能性があります。
・課題は授業時間外での作業を伴うものばかりですので熟慮のうえで受講を決めてください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・ほぼ毎週の課題の提出をもとめます。

５.教科書
指定しません。
授業ごとに適宜プリントを配布します。

６.参考書
特になし

７.成績評価の方法
学期中の課題の提出および課題の講評 50%
学期末の提出物およびそれに伴う中間発表 50%
ただし，学期末の提出物のない者は不可とします。

８.その他
このシラバスは対面授業を前提としたものですがオンライン授業になった場合は授業内容や最終課題が変更になる可能性があ
ります。
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広告論

松本

健太郎

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)CMM331J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
広告とはマーケティング活動の一環であり，人にある行動を惹起させるため（多くの場合は，購入させるため）の手段であ
るといえる。本講義では広告を「行動のコントロール」という観点から広義に把捉したうえで，その機能や歴史について（おも
に記号論およびメディア論的な視座に依拠して）学習していくことになる。
とくに現代のデジタル環境下において，広告のあり方は大きく変化しつつある（いわゆる「ステマ」
「ゲリラ・マーケティン
グ」
「プロダクト・プレイスメント」
「応援広告」
「行動ターゲティング広告」
「インフルエンサー」などは，その変化を示唆する
格好の事例であり，それぞれ現代の文化的状況や技術的状況と密接に関連している）
。本講義ではそのような認識に立脚しつつ，
様々な映像資料をもちいながら，アテンションエコノミー時代における広告と，それをとりまくメディア文化について考えて
いく。
【到達目標】
広告をめぐる様々な視点を理解したうえで，それらを各自の身近な事例と関連づけて応用的に考察し，急速に変化しつつあ
る現代文化／現代社会の構造を分析的に論述することができる。

２.授業内容
＊講義内容については，必要に応じて変更することがある。
第１回 イントロダクション：広告とメディア文化
第２回 メディア考古学から考える「ゾンビとしての消費者」
第３回 広告は現実の何を隠蔽するか：「死体」としての広告
第４回 産業的資源としての「意識」
第５回 セカンドオフライン的状況における「意識」の制御
第６回 広告をとりまく技術的環境の変容
第７回 監視社会におけるビジネスモデル
第８回 「炎上」から考える広告をめぐるディスコミュニケーション
第９回 映画『トゥルーマンショー』から考える広告と都市
第 10 回 都市における広告の「隠れモード」
第 11 回 記号論から考える広告の意味作用
第 12 回 ゲームのなかの広告：「ドラクエウォーク」を題材に
第 13 回 キャラクター／テーマパーク／ショッピングモールから考える広告の現在
第 14 回 ａ：まとめ，ｂ：試験

３.履修上の注意
特になし。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習としては，テキスト指定範囲を事前に熟読し，登場人物や事項について下調べしておくこと。また，復習としては，ノー
トをしっかり整理しておくこと。

５.教科書
『デジタル記号論：「視覚に従属する触覚」がひきよせるリアリティ』松本健太郎，新曜社

６.参考書
授業内で指示する。

７.成績評価の方法
期末試験（50％）
，小テスト（数回実施，30％）
，コメントシート（毎回実施，20％）

８.その他
特になし。
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ジェンダーと社会Ⅰ

津田

好子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)GDR311J

１.授業の概要・到達目標
私たちが暮らしている社会は、学校、家族や労働の場、また日常生活の様々な領域に渡ってジェンダーによって振り分けら
れ、その振り分けによって社会のシステムが作り上げられている。本講義では、そのような振り分けによる社会の仕組みを解
き明かすために、主に、家族、教育、労働、生殖の 4 つのテーマを取り上げ、ジェンダーに関する役割期待、規範等がどのよ
うに形成されてきたのかを考察する。さらにジェンダーという視点を生み出したフェミニズムの歴史を解説する。
これらによって本講義では、ジェンダーと社会について議論できることを到達目標とする。

２.授業内容
第1回a
イントロダクション
第2回
家族とジェンダー（1）
第3回
家族とジェンダー（2）
第4回
教育とジェンダー（1）
第5回
教育とジェンダー（2）
第6回
教育とジェンダー（3）
第7回
中間のまとめ教育
第8回
労働とジェンダー（1）
第9回
労働とジェンダー（2）
第 10 回 労働とジェンダー（3）
第 11 回 生殖とジェンダー（1）
第 12 回 生殖とジェンダー（2）
第 13 回 フェミニズムとジェンダー
第 14 回 まとめ 最終課題の実施あるいは提出（考査あるいは期末レポート提出）
※講義内容は履修者の数や問題関心に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
特になし。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・日常生活においてジェンダー視点から疑問に思うことなどをメモを作成しておくこと。
・レジュメ及び各自の講義ノートによって復習し、理解を深めておくこと。

５.教科書
特に定めません

６.参考書
千田有紀・中西祐子・青山薫『ジェンダー論をつかむ』
（2013,有斐閣）
J.ピルチャー・I.ウィラハン（片山亜紀訳）
『キーコンセプト ジェンダースタディーズ』
（2009,新曜社）
その他、適宜紹介します。

７.成績評価の方法
平常点（リアぺ）
：50％ （リアペは内容を評価します。提出したたけでは得点のない場合もあります）
最終課題（考査あるいは期末レポート）
：50％

８.その他
特になし。
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ジェンダーと社会Ⅱ

津田

好子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)GDR311J

１.授業の概要・到達目標
日常生活において私たちが、世の中のさまざまな事象について、
「知っている」と考えることは、テレビや新聞などのマスメ
ディア、あるいはパーソナルメディアなどのメディアを介した情報を元にしている部分が大きいと言える。メディアがどのよ
うなジェンダーを表象するかは、私たちが頭の中で描く主観的現実に大きく関わっているのである。そこで本講義では、メデ
ィアのジェンダー表象をジェンダー・ステレオタイプに批判的な視点から考察していく。メディアのなかでも特にマスメディ
アに着目し、具体的には、娯楽（映画、テレビドラマ）、ファッション雑誌、広告および報道を取り上げ、どのようなジェンダ
ー・ステレオタイプが描かれているのかを、演習を交えて読み解いていく。
これらによって本講義では、メディアのメッセージは構築物であることを理解し、ジェンダー・ステレオタイプに批判的な
視点から考察できるよういなることを到達目標とする。

２.授業内容
第1回a
イントロダクション
第2回
戦隊ヒーロー・魔法少女とジェンダー
第3回
ディズニー映画とジェンダー（1）
第4回
ディズニー映画とジェンダー（2）
第5回
テレビドラマとジェンダー（1）
第6回
テレビドラマとジェンダー（2）
第7回
中間のまとめ
第8回
ファッション雑誌とジェンダー
第9回
公的広報・企業広告とジェンダー（1）
第 10 回 公的広報・企業広告とジェンダー（2）
第 11 回 報道とジェンダー（1）
第 12 回 報道とジェンダー（2）
第 13 回 報道とジェンダー（3）
第 14 回 まとめ 最終課題の実施あるいは提出（考査あるいは期末レポート提出）
※講義内容は履修者の数や問題関心に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
演習を取り入れることがあります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・日ごろからメディアとジェンダーに関する事象に関心を持ってメモを作成しておくこと。
・レジュメおよび各自の講義ノートによって復習し、理解を深めておくこと。

５.教科書
特に定めません。

６.参考書
国広陽子・東京女子大学女性学研究所『メディアとジェンダー』
（2012,勁草書房）
安田尚監訳、アート・シルバーブラッドほか『メディア・リテラシーの方法』
（2001,リベルタ出版）
林香里『<オンナ・コドモ>のジャーナリズム』
（2011,岩波書店）
その他、適宜紹介します。

７.成績評価の方法
平常点（リアぺ）
：50％ （リアペは内容を評価します。提出したたけでは得点のない場合もあります）
最終課題（考査あるいは期末レポート）
：50％

８.その他
特になし。

243

社会文化史Ａ

須田

努

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)CUL331J

１.授業の概要・到達目標
クオーター（7 週間）完結型〈ハイブリッド型〉の授業です。
歴史学は過去に拘泥するものではありません。現代社会を相対化し，よりよい未来を指向するものです。
社会文化史Ａでは，以下の能力を養成します。
①多様な歴史解釈の存在を意識します。歴史家は断片的な事実を組み立て，１つの歴史像を組み立てます。その様相をトレ
ースしつつ，歴史認識というセンスを身につける。
②現代社会を理解するために必要な歴史認識を身につけ，現代を相対化する。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
授業内容は以下であるが，研究状況により変動することはあります。
１．対面授業
イントロダクション
２．メディア授業（オンデマンド）無責任の体系
戦争責任の問題
３．対面授業
無責任の体系の深淵（1） 近世身分制度の問題
４．メディア授業（オンデマンド）無責任の体系の深淵（2） 因果応報という心性
５．対面授業
日本の独自性（1）
神国思想の形成
６．メディア授業（オンデマンド）
７．対面授業
８．メディア授業（オンデマンド）
９．対面授業
10．メディア授業（オンデマンド）
11．対面授業
12．メディア授業（オンデマンド）
13．対面授業
14．メディア授業（オンデマンド） まとめ

３.履修上の注意
〈ハイブリッド型〉授業
この科目は，クオーター（7 週）完結型授業です。週に 2 コマの授業を，対面式とオンデマンド形式にて実施します。
オンデマンド形式により実施する授業回については，毎週火曜日に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信します。次回の対面授
業の日までに必ず受講すること。
駿河台での講義です。最新の研究成果を取り入れます。頭を使い続ける時間です。日本史の知識はなくても大丈夫ですが，主
体的に勉強し，知を獲得する講義です。新書程度の読書が必要です。定期試験を行い，なおかつ時間中にミニテストを２回実
施します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
レジュメを配布し，そこに参考文献一覧を入れてあります。それを復習に利用しましょう。

５.教科書
毎回，レジュメを用意します。

６.参考書
須田努・清水克行『現代を生きる日本史』岩波書店，2014 年

７.成績評価の方法
以下を総合して評価します。
①定期試験 50％
②２回のミニテスト 20％
③毎回レポート（リアクションペーパー）

30％

８.その他
大学は研究と勉学を行うところです，知的好奇心の高い学生を歓迎します。
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社会文化史Ｂ

須田

努

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)CUL331J

１.授業の概要・到達目標
クオーター（7 週間）完結型〈ハイブリッド型〉の授業です。
歴史学は過去に拘泥するものではありません。現代社会を相対化し，よりよい未来を指向するものです。
社会文化史Ｂでは，以下の能力を養成します。
①多様な歴史解釈の存在を意識します。歴史家は断片的な事実を組み立て，１つの歴史像を組み立てます。その様相をトレ
ースしつつ，歴史認識というセンスを身につける。
②現代社会を理解するために必要な歴史認識を身につけ，現代を相対化する。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
授業内容は以下であるが，研究状況により変動することはあります。
１．対面授業
はじめに
２．メディア授業（オンデマンド）排外主義思想の形成（1）
尊王攘夷・国体・富国強兵
３．対面授業
排外主義思想の形成（2）
ウエスタンインパクトとの関係から
４．メディア授業（オンデマンド）近代化と国民国家の形成
国民国家の様相を社会文化史的視点から
５．対面授業
近代の矛盾（1）
上からの近代化と社会
６．メディア授業（オンデマンド）近代の矛盾（2）
貧困と格差
７．対面授業
小括
第 1 回小テスト
８．メディア授業（オンデマンド）社会文化としての文明開化 啓蒙思想と大衆娯楽
９．対面授業
創られる勤勉
勤勉とは日本人の美徳なのか
10．メディア授業（オンデマンド）征韓論の登場
他国侵略の心性
11．対面授業
日清戦争
植民地戦争という視点から
12．メディア授業（オンデマンド）沖縄という存在（1）
観光地として意識される沖縄
13．対面授業
沖縄という存在（2）
方言論争からみる沖縄
14．メディア授業（オンデマンド）総括
第 2 回小テスト

３.履修上の注意
〈ハイブリッド型〉授業
この科目は，クオーター（7 週）完結型授業です。週に 2 コマの授業を，対面式とオンデマンド形式にて実施します。
オンデマンド形式により実施する授業回については，毎週火曜日に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信します。次回の対面授
業の日までに必ず受講すること。
駿河台での講義です。最新の研究成果を取り入れます。頭を使い続ける時間です。日本史の知識はなくても大丈夫ですが，主
体的に勉強し，知を獲得する講義です。新書程度の読書が必要です。定期試験を行い，なおかつ時間中にミニテストを２回実
施します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
レジュメを配布し，そこに参考文献一覧を入れてあります。これを復習に利用しましょう。

５.教科書
毎回，レジュメを用意します。

６.参考書
須田努・清水克行『現代を生きる日本史』岩波書店，2014 年

７.成績評価の方法
以下を総合して評価します。
①定期試験 50％
②２回のミニテスト 20％
③毎回レポート（リアクションペーパー）

30％

８.その他
大学は研究と勉学を行うところです，知的好奇心の高い学生を歓迎します。
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情報社会と教育Ａ

鈴木

雅博

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)EDU321J

１.授業の概要・到達目標
【概要】
学校は子どもが情報社会へと歩み出す準備をする場として期待されています。しかし，歴史的に見ると，むしろ学校は子ど
もを情報社会から隔離し，統制された情報を与える装置として機能してきたと言えます。とりわけ公教育の制度化以降，国家
が情報統制の担い手として多大な影響力を持つようになりました。
「専門職」としての教師がこれへの対抗者と目されますが，
教師自身が積極的に情報統制の担い手となることも少なくありません（校内でのスマホ使用禁止といった校則等）
。この授業は，
学校教育が有する情報統制装置としての機能に照射し，その歴史・担い手・問題について検討することを目的とします。
【到達目標】
1. 〈子ども〉概念の成立について，社会・教育・思想との関連において理解することができる。
2. 近代公教育制度の成立と日本への導入について，教育の目的と関連づけながら理解することができる。
3. 国家による教育への関与とその問題について，近年の政策動向を踏まえて理解することができる。
4. 教師による管理教育の実態を捉え，その問題について考えることができる。

２.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

イントロダクション／近代以前の子ども・家族・学校：〈子ども〉の誕生
啓蒙主義時代の教育思想：ルソーの教育論
近代市民社会における公教育の成立：市民革命・産業革命と教育
近代日本における公教育：教育勅語体制の成立
戦後日本における公教育：憲法と教育基本法
戦後教育政策の転換：「逆コース」と内外事項区分論
国民の教育権論：堀尾輝久・兼子仁の所論を中心に
教育裁判の展開：学テ・伝習館・家永裁判を事例として
二つの教育法関係：教師・子ども間の葛藤
学校における管理統制（１）
：生徒指導と校則裁判
学校における管理統制（２）
：子どもの権利と校則の見直し
近年の教育改革（１）：教育基本法「改正」
近年の教育改革（２）：道徳の教科化
まとめ

３.履修上の注意
特にありません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
前時の内容を復習して授業に臨んでください。

５.教科書
教科書は特に指定せず，必要な資料を配布します。

６.参考書
授業中に適宜紹介します。

７.成績評価の方法
リアクションペーパー（20％）
，定期試験（80％）
。欠席５回（忌引き等を除く）で不可。

８.その他
特にありません。
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情報社会と教育Ｂ

鈴木

雅博

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)EDU321J

１.授業の概要・到達目標
【概要】
「教育とは何か」
「どのような教育を行うべきか」という問いにおいて，教育と社会の関係は常に重要な位置を占めてきまし
た。教育は社会が求める人材を育成するためのものか，むしろ教育によって社会を変革することが目指されるべきではないか，
あるいは社会はその人が「何を学んだか」よりも「どこで学んだのか」
（学歴・偏差値）に関心があるのではないかといった様々
な問いは，子どもの発達段階や心理を考えるのとは別様に，教育を社会との関連において捉える必要があることを示していま
す。他方で，学校そのものが一つの社会を形作っている点に目を向ける必要もあるでしょう。学校において，人びとは制度や
文化に関する情報を資源として多様なコミュニケーションを織りなしています。そうしたやりとりの一つひとつを丁寧に読み
解いていくことで，学校という社会の有り様に気づくことができるはずです。以上の問題関心をもとに，この授業では，情報
としての教育履歴（学歴・成績）が社会のなかでどのように作用しているのか／いないのか，そして，学校という社会のなかで
どのような／どのようにコミュニケーションが織りなされているのかという点について検討を加えます。
【到達目標】
1. 学校から職場へのトランジションについて，メリトクラシ―の観点から理解することができる。
2. 学校における制度・文化の作用について理解することができる。
3. 学校における相互行為の有り様と作用について理解することができる。

２.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

イントロダクション／教育への社会学的アプローチ
情報としての「学歴」と社会（１）
情報としての「学歴」と社会（２）
情報としての「成績」と社会（１）
情報としての「成績」と社会（２）
学校から社会へのトランジションの「失敗」
（１）
学校から社会へのトランジションの「失敗」
（２）
反学校文化と階級の再生産
社会化と「隠れたカリキュラム」
教師・生徒のストラテジー
「荒れた学校」の社会的構築
学校における相互行為
組織としての学校と教師の自律性
まとめ

３.履修上の注意
特にありません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
前時の内容を復習して授業に臨んでください。

５.教科書
教科書は特に指定せず，必要な資料を配布します。

６.参考書
授業中に適宜紹介します。

７.成績評価の方法
リアクションペーパー（20％）
，定期試験（80％）
。欠席５回（忌引き等を除く）で不可。

８.その他
特にありません。
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情報社会と芸術

古屋

俊彦

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ART311J

１.授業の概要・到達目標
20 世紀初頭の技術革新と芸術の産業化によって表現は解放され機械化されました。20 世紀初頭には芸術は社会と政治と戦争
に直結した役割をもっていました。その時代には社会の変革と新しい価値の創造に関して芸術家が先頭に立っていました。技
術革新と芸術による新しい価値の創造の方向性が結実した最も前衛的な形がファシズムでした。ある芸術家たちは技術革新を
全面的に肯定し国家を表現の結集する場とし戦争を賛美しました。そのような芸術家の考え方は決して不自然なものではなく
きわめて整合性のあるものでした。通信手段や移動手段や居住設備などの革新と共に機械による世界戦争が作り出されました。
20 世紀前半に表現の拡張の帰結はほぼすべて出そろい芸術の役割は限定されていきました。20 世紀後半から現在までは技術革
新も表現の革新も停滞しており復活する兆しはありません。この授業では芸術の社会的な役割の負の側面を具体的な例を挙げ
ながら考えていきます。表現や美意識は非常に危険なものではあるけれども避ければよいものでもありません。そのことを考
えるためにイタリアの 20 世紀初頭の表現者の活動を参照します。そしてヴァルター・ベンヤミンの芸術作品の可能性について
の考察を参照し，平和を目指す極めて困難な道への展望を模索します。表現の本質に関して常識や常套句に頼ることなく過去
の事実を確認しながら現在の状況を見極め，それを文章の中で自分の考察として表現できるようにすることを目標とします。

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

授業の説明，表現と芸術
表現と技術革新
芸術の産業化 映画
芸術の産業化 録音
芸術の産業化と作品
未来派 その１
未来派 その２
未来派 その３
ダヌンツィオ
ムッソリーニ
ファシズムと芸術
ベンヤミン 複製技術時代の芸術作品
ベンヤミン 複製技術時代の芸術作品
作者とは何か

つづき

３.履修上の注意
授業を聞いて考えることが重要な授業です。
常識的な理解や決まり文句ですませるような理解は通用しません。
自分がその時に考えたことはその場で必ずノートに書いていくことが必要です。
講義で使うプレゼンテーションの文字の内容は Oh-o! Meiji の授業内容に掲載します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
準備としてはベンヤミンの『複製技術時代の芸術作品』を読んでおく必要があります。
授業で提示された問題提起に対して自分で考えてノートに書き後からも確認する必要があります。

５.教科書
必ず読んでおく必要のある本
ベンヤミン『複製技術時代の芸術作品』
（岩波文庫「ボードレール」所収）

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
定期試験 80％，受講報告による平常点 20％

８.その他
特になし。
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情報社会と出版

植村

八潮

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM361J

１.授業の概要・到達目標
＜講義概要＞
前半では出版メディアの歴史と書籍，雑誌，出版流通を中心に取り上げ，編集者の仕事，雑誌の現場などの出版産業の現状に
ついて取り上げる。後半では，電子書籍，オンライン書店，電子図書館などを中心に取り上げ，情報社会における出版の役割と
今日的有り様について理解を深めていく。
＜到達目標＞
個人・組織が思想や感情を表現し，言論表現を行うメディアとして，最も古いメディア産業である出版について，理解するこ
とができる。
社会的文化的に重要な役割を果たしてきた出版メディアをコミュニケーションメディアの中で理解し，文化と産業の両面から
とらえる力を養うことができる。

２.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

コミュニケーションメディアの変遷
出版メディアの歴史
日本の出版近代・現代史
出版の自由と書物の破壊
本のつくり・書籍
雑誌
出版取引と書店
オンライン書店と流通の変化
出版の電子化と電子出版
電子書籍と端末
ネットワークによる情報流通の変化
メディアの変化とコンテンツ
電子図書館とデジタルアーカイブ
ａ：e ラーニングとデジタル教科書
ｂ：まとめ「本の未来」
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
授業は講義形式であるが，ワークシート用いて用いて受講者の討議や意見を積極的に求める。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の授業最後に，次週のテーマと予習課題を指示する。
事前に予告した，次回授業内容にあたる教科書の該当章を読み，不明な点などを調べてくること。
復習として，毎回のレポートを書くにあたって，必ず教科書等で補足し，明治大学図書館のオンライン情報源，J-Stage，CiNii
などで文献を調べて引用すること。

５.教科書
川井良介編『出版メディア入門 第２版』
（日本評論社，2012 年）

６.参考書
植村八潮『電子出版の構図：実体のない書物の行方』
（印刷学会出版部，2010 年）
植村八潮, ほか『電子図書館・電子書籍貸出サービス 2021』（樹村房，202 年）

７.成績評価の方法
授業レポート 56 点（4 点満点×14 回）
毎回のレポートは授業ごとにクラスウェブで提出する。
レポート毎に内容に見合ったタイトルを付け、所属、学籍番号、名前を明記。
A4 判 1 枚、Word で講義のポイント（およそ 250～350 字）と考察（およそ 250～350 字）を分けて書き、必要に応じて、参考文
献（ウェブサイトは不可・電子ジャーナル電子図書館は可）を明記すること。
締切は，授業日（月曜日）を含む 5 日間（提出締切は土曜日 6:00）とする。
分量の足りないレポートは減点。
期末テスト 44 点

８.その他
特になし。

249

情報デザイン論

栗山

健

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)DES311J

１.授業の概要・到達目標
情報デザインとは，情報を人に分かりやすく伝えるための手法です。情報の伝え方が悪いと，理解するまで時間がかかった
り，誤った認識が生じたりします。皆に分かりやすく情報を伝える能力は重要です。本授業は，様々なメディアの情報デザイ
ンについての講義と，テーマを与え，そのテーマにあった作品を作成する演習で構成します。また，皆の作品への考察やディ
スカッションを通し，良いデザインについて考えます。今後の学生生活および社会人生活において必要となる情報デザイン方
法を身に付けることを到達目標とします。

２.授業内容
［第１回］イントロダクション 授業内容の紹介，アンケート
［第２回］文章をデザインする（１） 読みやすい文字のフォント。フォントの印象。
［第３回］文章をデザインする（２） 文章の要約。可読性，視認性，判読性。
［第４回］スライドをデザインする（１） 文章や図の配置。認識のしやすさ。
［第５回］スライドをデザインする（２） 内容にあったスライドデザインの作成。
［第６回］画像をデザインする（１） 写真の撮影・加工。
［第７回］画像をデザインする（２） 配色。
［第８回］動きをデザインする（１） 様々な動きを知る。
［第９回］動きをデザインする（２） 動きを操作する。
［第 10 回］アイコンをデザインする（１） 行動を表現するアイコンの作成。
［第 11 回］アイコンをデザインする（２） ユニバーサルデザイン。
［第 12 回］ホームページをデザインする（１）
［第 13 回］ホームページをデザインする（２）
［第 14 回］まとめ
ただし，学習環境および受講者の理解状況により，内容の微調整を行います。

３.履修上の注意
前提となる科目はありませんが，情報の基礎を履修済みであることが望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
グループ活動時には，授業外での作業が発生します。

５.教科書
必要に応じて資料を配布，提示します。

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
平常点（授業への参加度や貢献度，授業中の態度など） 50%，課題とその出来 50%

８.その他
特になし。
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情報文化論

古屋

俊彦

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)CUL351J

１.授業の概要・到達目標
人類の情報と文化の土台である言語と文字の実質について概説し考察していきます。まずは人類の文化の特異性と多様性を
再検討し，基本的な視座として文化の根本的に異なる二つの側面である循環と蓄積について確認します。人間の循環的な活動
の本体である言語の究極の単位について考察し，人間の活動がたどり着く蓄積物の本体である文字の独自の存立構造に関する
考察へとつなげていきます。この授業では特に文字の問題に重点を置いて文化のあり方の根底に迫ります。日々消えていく活
動の側面だけではなく長い時間に存続する文化について考えていきます。

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

文化の定義 諸文化の独自性と多様性
文化の二面性 循環の側面と蓄積の側面
文化の保護と抑制 循環と蓄積の性質の違い
循環としての言語 蓄積としての文字
言語の違いとは何か
言語の本質 言語体系と記号の差異的性質
言語の単位 音素と弁別素性
線的構造と言語 言語と文字の無関係性
文字の使用と分布の現状
文字の先史時代 線刻と彩色
文字の前身 クレイ・トークン
文字の歴史 その１ シュメール文字，楔形文字
文字の歴史 その２ エジプト文字，漢字，その他
文字とは何か

３.履修上の注意
授業を聞いて考えることが重要な授業です。
常識的な理解や決まり文句ですませるような理解は通用しません。
自分がその時に考えたことはその場で必ずノートに書いていくことが必要です。
講義で使うプレゼンテーションの文字の内容は Oh-o! Meiji の授業内容に事前に掲載します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業で提示された問題提起に対して自分で考えてノートに書き後からも確認する必要があります。

５.教科書
指定しない

６.参考書
特になし

７.成績評価の方法
定期試験 80％，受講報告による平常点 20％

８.その他
特になし。
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スポーツ・ジャーナリズム論

小田

光康

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM351J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
「五輪・パラリンピック」と「大学スポーツ」に焦点を当て，民主主義・自由主義体制下でのスポーツの健全な発展に資する
ためのスポーツ・ジャーナリズムについて探究していく。
【到達目標】
ジャーナリズムの一分野としてのスポーツ・ジャーナリズムの基礎的な理解を習得する。

２.授業内容
１回：イントロダクション（目的と概要）
２回：市民社会とジャーナリズム
３回：スポーツとジャーナリズム
４回：スポーツとマスメディア
５回：オリンピック憲章の概要
６回：ＩＯＣ，ＮＯＣ，ＩＦ，大会組織委員会
７回：中間試験
８回：五輪パラリンピックと政治
９回：五輪パラリンピックと経済
10 回：五輪パラリンピックと社会
11 回：大学とスポーツ・課題発表１
12 回：明治大学と体育会・課題発表２
13 回：商業主義と大学スポーツ・課題発表３
14 回：スポーツ写真報道・課題発表４

３.履修上の注意
日々の政治や経済に関わるスポーツ関連記事には必ず目を通しておくこと。内容について試験で出題します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業直近の政治や経済に関わるスポーツ関連の新聞記事には必ず目を通すこと。

５.教科書
特に指定しません。

６.参考書
ＪＯＡオリンピック小辞典（日本オリンピック・アカデミー編）

７.成績評価の方法
授業の参加度（25％）
，中間試験（25％）
，課題発表（50％）

８.その他
特になし。

252

造形表現論

木村

博之

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)CUL341J

１.授業の概要・到達目標
インフォグラフィックスを中心に造形表現を考える。インフォグラフィックスとは，言葉で伝わりにくいモノ・経験・デー
タ・概念など「見えにくい情報」を，絵や図解，グラフ，地図，アイコンなどを使い，
「わかりやすい形」に変化させるグラフ
ィックデザインで，すべてのデザイン領域に大きく関係する。絵や図で説明すると簡単に理解できることが多く，コミュニケ
ーションの重要な手段である。カタチには表現した人の何らかのメッセージがある。それを理解するには，伝える側だけでな
く受け取る側にもスキルが必要である。
この授業では，伝えたい対象・目的を明確にする「コンセプト」
，その表現のアイデアである「軸」の設定，つかみなどの「ス
パイス」，プレゼンテーションなどを通して，伝えたいことをどのように工夫すると相手に適切に伝えることができるか，「伝
える・伝わる・つなぐ」コミュニケーションのためのコツを身につける。スケッチが苦手でも問題ない。

２.授業内容
（１
a）イントロダクション
（２ ab）インフォグラフィックスを創るときの５つの要素
（３ ab）視点を変える
（４ ab）想像してスケッチする
（５ ab）コンセプトについて考える
（６ ab）観察する・調べる・インタビューする
（７ ab）ストーリー・共感
（８ ab）コンセプトに焦点を当てたプレゼンテーション
（９ ab）軸について考える
（10 ab）データを選び，情報に変える
（11 ab）スパイスについて考える（しかけの作り方・見せ方）
（12 ab）グループプレゼンテーション
（13 ab）ユニバーサルデザインを考える
（14 ab）総括，リフレクション
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
ワークショップ型の授業なので，個々の積極的な取り組み，発言，下調べが求められる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各自コミュニケーションの技を身に付けるためにアンテナを立てる。身の回りにあるコミュニケーションの優れたもモノやコ
トを探してくる。また授業で身に付けたことを，その日のうちに実際の学生生活や日常で必ず使ってみる。

５.教科書
必要に応じて資料を配布する。

６.参考書
『インフォグラフィックス』木村博之著（誠文堂新光社）

７.成績評価の方法
平常点 30％，個人とグループの制作物・レポートによる評価 70％

８.その他
授業中の評価により成績評価をするので期末試験は実施しない
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多文化と相互理解Ⅰ

横田

貴之

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM331J

１.授業の概要・到達目標
イスラームと聞いて，皆さんは何を連想しますか？昨今，イスラームへの関心が世界的に高まっていますが，それはテロや
紛争など負のイメージを伴う場合が多くあります。その負のイメージがイスラームという異文化を理解する際の支障になりつ
つあります。
本講義では，ステレオタイプのイスラーム像を再考することを念頭に，地域研究の手法に基づいてイスラームの実態を明ら
かにし，異文化理解について考えます。そして，日本におけるイスラームを事例として，多文化共生および相互理解の可能性
を検討します。
本講義の到達目標は次の 2 点です。①イスラームの持つ固有性を把握すること。②イスラームという練習問題を通じ，文化
間の相互理解や共生について受講生が主体的に考えるための素地を涵養すること。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
（１） ａのみ イントロダクション（異文化にふれること） 〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（２） なぜ異文化理解が必要なのか？
（３） イスラームの基礎知識 〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（４） 「イスラム原理主義」の再考
（５） イスラームの政教一元論 〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（６） イスラーム政治―イスラーム主義と民主主義
（７） 「アラブの春」とイスラーム主義 〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（８） イスラームにおけるジハード論
（９） イスラームとテロリズム―アル・カーイダ 〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（10） 「イスラーム」を問い直す①―「イスラーム国」とは？
（11） 「イスラーム」を問い直す②―「イスラーム国」現象 〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（12） イスラームと服装―ヴェールを中心に
（13） イスラーム金融入門 〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（14） a：授業のまとめ、b：試験
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
・この科目は，クォーター（７週）完結型授業です。週に２コマの授業を，対面形式とオンデマンド形式にて実施します。
・オンデマンド形式により実施する回については，毎週火曜日に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信します。次回の対面授業
の前日までに必ず受講（視聴＋課題提出）すること。
・＜対面＞毎回の授業において，受講生の発言，およびリアクションペーパーの提出を課します。発言・リアクションペーパ
ーは成績に反映します。対面授業はメディア授業の受講が前提になっています。また、授業内で指示する課題は必ず行ってく
ださい。グループワークを適宜課します。
・＜メディア授業＞授業計画に従って動画を配信しますので、必ず視聴の上、動画内で提示される課題を提出してください。
出欠は、課題提出をもってカウントします。

４.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必ず復習し，不明な点はリアクションペーパーにて質問してください。次回の内容
についても，事前に配布するレジュメに目を通して，概要を理解してください。
また，新聞やテレビなどで，日常的にイスラーム関連のニュースに触れてください。

５.教科書
特に定めない。授業ではＰＰＴを使用し，レジュメを配布する。

６.参考書
小杉泰『イスラームとは何か－その宗教・社会・文化』
（講談社，1994 年）
その他，授業内で適宜指示します。

７.成績評価の方法
リアクションペーパー／授業内課題 30％，期末試験（論述式）70％

８.その他
第１回のイントロダクションにおいて，授業詳細について説明するので，履修希望者は必ず受講すること。
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多文化と相互理解Ⅱ

横田

貴之

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM331J

１.授業の概要・到達目標
本講義では，日本とヨーロッパにおけるムスリム（イスラーム教徒）移民を事例として，多文化共生と相互理解について考
えます。近年，ヨーロッパでは，
「他者」としてのイスラームへの理解・共存について，しばしば激しい議論が交わされていま
す。本講義では，イスラームという宗教 をめぐる様々な言説について整理し，最近のヨーロッパにおける具体的な事例も交
えつつ，多文化間の理解・共生について検討します。
本講義を通じて，受講生が異文化の「他者」を理解し，多文化共生の可能性を主体的に考えるための知識の習得を目指しま
す。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
（１） ａのみ イントロダクション（多文化共生とは） 〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（２） 「文明の衝突」論の再考①―ハンチントンの議論
（３）
「文明の衝突」論の再考②―批判的検討 〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（４） フランスの事例①―ムスリム移民社会の成立
（５） フランスの事例②―ライシテとイスラーム 〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（６） フランスの事例③―ヴェール論争
（７） スウェーデンの事例 〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（８） ヨーロッパとイスラームの共生
（９） 日本とイスラーム①―第二次世界大戦以前 〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（10） 日本とイスラーム②―第二次世界大戦以降
（11） 日本に暮らすムスリム①―ムスリムの生活 〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（12） 日本に暮らすムスリム②―日本におけるイスラーム理解
（13） 多文化間の正義論 〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（14） a：授業総括、b：試験
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
・この科目は，クォーター（７週）完結型授業です。週に２コマの授業を，対面形式とオンデマンド形式にて実施します。
・オンデマンド形式により実施する回については，毎週火曜日に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信します。次回の対面授業
の前日までに必ず受講（視聴＋課題提出）すること。
・＜対面＞毎回の授業において，受講生の発言，およびリアクションペーパーの提出を課します。発言・リアクションペーパ
ーは成績に反映します。対面授業はメディア授業の受講が前提になっています。また、授業内で指示する課題は必ず行ってく
ださい。グループワークを適宜課します。
・＜メディア授業＞授業計画に従って動画を配信しますので、必ず視聴の上、動画内で提示される課題を提出してください。
出欠は、課題提出をもってカウントします。

４.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必ず復習し，不明な点はリアクションペーパーにて質問してください。次回の内容
についても，事前に配布するレジュメに目を通して，概要を理解してください。
また，新聞やテレビなどで，日常的にイスラーム関連のニュースに触れてください。

５.教科書
特に定めない。授業ではＰＰＴを使用し，レジュメを配布する。

６.参考書
サミュエル・ハンチントン（鈴木主税訳）
『文明の衝突』上・下巻（集英社，2017 年）
内藤正典『ヨーロッパとイスラーム―共生は可能か』
（岩波書店，2004 年）
伊達聖伸『ライシテから読む現代フランス―政治と宗教の今』
（岩波書店，2018 年）
宮島喬・佐藤成基編『包摂・共生の政治か，排除の政治か―移民・難民と向き合うヨーロッパ』
（明石書店，2019 年）
その他，授業内で適宜指示します。

７.成績評価の方法
リアクションペーパー／授業内課題 30％，期末試験（論述式）70％

８.その他
第１回のイントロダクションにおいて，授業詳細について説明するので，履修希望者は必ず受講すること。
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地域文化論Ａ（フランス）

高馬

京子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ARS391J

１.授業の概要・到達目標
私たちが日本にいながらにして抱く「印象としてのフランス」と「現実のフランス」には相違点が少なくない。トランスナシ
ョナルコミュニケーション時代，フランス文化はフランス内のみで形成されず，様々な地域固有の言語文化を背景とした自己
と他者の視線が交差するところで形成されると考えられる。本授業では，フランス文化の中でも、主にフランスのイメージと
して抱かれやすい、パリ(エッフェル塔など様々な歴史的建築物)、
「フランス婚」
、恋愛、ファッション、パリジェンヌ、などを
とりあげ、それらについて、第一印象を議論した上で，フランス国内外においてそのテーマをめぐって語られている様々な学
術，メディア等の言説の考察を通じ，各テーマの重層性を検討する。フランス社会の諸様相を様々な角度から考察することで，
フランスを中心とする諸外国との関連付けを行いながらフランス文化/表象を理解すると同時に，各自で各テーマのもっている
諸問題の本質を突き止め，具体的な課題，解決案を考える力を養う。最終的な目標としては，国際社会においてフランス語，フ
ランス文化圏とかかわって活躍し，そして相容れない異文化間の諸課題を解決できる能力習得を目指す。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
（１）a イントロダクション〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
授業指針，イメージとしてのフランス，テーマ紹介
（２）パリについて
（３）家族、パートナーシップについて〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（４）恋愛について
（５）宗教・信仰について〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（６）パリジェンヌについて
（７）フランスにおけるジェンダーをめぐる諸問題について〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（８）パリモードについて
（９）フランスにおける日本のファッションの受容について〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（１０）日本におけるフランスファッションの受容について
（１１）パリモードとマスメディア：モードを構築／伝達する言説〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（１２）パリモードとデジタルメディア：モードを構築／伝達する言説
（1３） 「メイドインフランス」と「メイドインジャパン」について〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
（14）まとめ：フランス地域文化の学習を通して得た視点から現代日本社会を改めて見渡し、考えてみる。
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
学期試験，毎回小レポート，課題レポートの対策には授業内容の理解が不可欠。準備学習としては，日ごろからフランス国内
外フランス社会関連情報にアンテナをはること。必須ではないがフランス語の初歩的知識がある，もしくはフランス語学習に
も興味があることが望ましい。
この科目は，クォーター（７週）完結型授業である。週に２コマの授業を，対面形式（木曜４限）とオンデマンド形式（月曜日
ohomeiji に配信）にて実施する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回，授業で行うテーマについて自分なりに指定参考書，その他資料を調べておき，授業中での討論，リアクションペーパー
を通して質問，意見を発表するようにすること。また授業で，学んだことを復習しながら，そのテーマに関する問を自分なり
にまとめること。

５.教科書
関連テーマ関連資料（メディア記事，論文など）の配布及びニュース番組，映画など映像教材なども使用。

６.参考書
『現代フランス社会を知るための 62 章』
（三浦
Larousse 等

信孝，西山

教行

７.成績評価の方法
定期試験 50％，毎回小レポート 50％

８.その他
特になし。
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編著）明石書店

2010 年, FRANCOSCOPIES（隔年出版）

地域文化論Ａ（ドイツ）

山口

真人

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ARS391J

１.授業の概要・到達目標
「歴史への主体的関心」を中心軸に，
「戦後の東西ドイツ分断とベルリンの壁」を具体的テーマとして取り上げます。
ヨーロッパで遅れた近代国家であったドイツは，明治以降の日本と，ある意味、きわめてよく似た歴史の歩みを辿ってきま
した。両国とも歴史に鮮明に刻印されるのは戦争の記憶ですが，特に第二次大戦において，両国は相互に軍事同盟を結び，と
もに全体主義体制のもと，最後は壊滅的な敗戦を迎えるに至ります。そして戦後は瓦礫の山から出発し，ともに「奇蹟の経済
復興」と呼ばれる社会的繁栄を築き上げた国でもあります。その相似とともに，相違は何でしょうか。
授業では，第二次大戦後のドイツが不幸にも分断国家となったこと，さらに東西ドイツ分断の象徴として存在した「ベルリ
ンの壁」を中心テーマとして掲げ，
「壁」崩壊，そして再統一から 30 年を経た現在までを，ドキュメント・フィルムや映画作
品からのシーンなどを通じ，映像で確認しながらたどります。その結果，ドイツのみならず，戦後の世界を二分した冷戦構造
についての知見も深まることでしょう。さらに，国家のなかで生きる個人のあり方や，市民的権利としての自由といった視点
から，人権感覚と批判的思考力を養うことの大切さを，主体的に学びとってほしいと思います。
ドイツ語で「歴史」
（Geschichite）という言葉は，同時に「物語」という意味ももちます。このことからも分かるように，元
来「歴史」とは物語られる「お話し」でした。入試の勉強に見受けられる、年号や事項の暗記といった「冷たい」学習から脱却
し，人間の喜怒哀楽を感じ取れる歴史の「熱い」追体験を行い，テーマの理解を深めてもらいたいと思います。
なお授業内では、受講生から選んだ担当者に教員が与える小テーマで調べ学習を委託し、発表してもらいます。発表のため
作成されたファイルは、配布して共有します。
<到達目標>
20 世紀のドイツをめぐる大きな問題を関連文献や各種資料を通じて詳しく知ることで、世界で「常識」とされる事柄を理解
する。その結果、ドイツを知ることで日本を知る、日本を考えることで世界を考える契機とする。

２.授業内容
第１回：イントロダクション：1945 年以降の「ドイツの戦後」を大きなテーマとして設定。そして，
「敗戦とドイツ占領統治，
東西ドイツ分断と独立」，「ベルリンの壁建設」，「閉ざされた国 東ドイツ」，「ベルリンの壁開放とドイツ再統一」，「統一後の
ドイツが抱える諸問題」
，といったテーマ別に，各何回かの授業をあてる方向付けをしていきます。
第２回：テーマ１の１：ドイツ敗戦と占領政策，鉄のカーテン構築からドイツ分断へ。
第３回：テーマ１の２：２つのドイツの成立。国家・社会体制の違いを理解する。
第４回：テーマ２の１：「ベルリンの壁」とは。
第５回：テーマ２の２：「壁」はどのような理由で建設されたか。
第６回：テーマ２の３：国民が逃亡したくなる国家とは。
第７回：テーマ３の１：東西ドイツにおける社会生活と市民的自由を対照して比較する。
第８回：テーマ３の２： 映画「善き人のためのソナタ」から考える（１）
第９回：テーマ３の３： 映画「善き人のためのソナタ」から考える（２）
第 10 回：テーマ４の１： ペレストロイカ政策により「ベルリンの壁」と東ドイツ体制が崩壊するまで。
第 11 回：テーマ４の２： 死亡者なしの革命だった東ドイツ崩壊。
第 12 回：テーマ５の１： ドイツ再統一後に生じた格差，差別をめぐる様々な諸問題。
第 13 回：テーマ５の２： 映画「グッバイ，レーニン！」を参考に，統合の実態について知る。
第 14 回 ａのみ：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。

３.履修上の注意
授業では特定の外国語の知識は必要としません。これまでにドイツ語の学習歴をもたない学生でも履修できます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
ひとつのテーマにつき複数回の授業にまたがって検討を進めていくことが多いため，事前に配布資料や指示された参考文献
にもとづいて，前回までの流れをつかんで授業に臨むようにしてください。
また，関連する文献を指定し課題として読んでもらいます。

５.教科書
資料プリントを配布します。

６.参考書
課題図書等は授業内にて指示します。

７.成績評価の方法
学期末レポート: 30％ 内容・構成・体裁などの観点から総合的に判定します。
平常点評価: 70％ 毎回授業後のリアクションペーパー記述，個別に担当させるテーマ別の発表など，授業への積極的参加
度を重視します。

８.その他
特になし。
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地域文化論Ｂ（フランス）

高馬

京子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ARS391J

１.授業の概要・到達目標
私たちが日本にいながらにして抱く「印象としてのフランス」と「現実のフランス」には相違点が少なくない。トランスナシ
ョナルコミュニケーション時代，フランス文化はフランス内のみで形成されず，様々な地域固有の言語文化を背景とした自己
と他者の視線が交差するところで形成されると考えられる。本授業では，フランス文化の各テーマに対して抱く第一印象を議
論した上で，フランス国内外においてそのテーマをめぐって語られている様々な学術，メディア等の言説の考察を通じ，各テ
ーマの重層性を検討する。フランス社会の諸様相を様々な角度から考察することで，フランスを中心とする諸外国との関連付
けを行いながら多様なフランス文化/表象を理解すると同時に，各自で各テーマのもっている諸問題の本質を突き止め，具体的
な課題，解決案を考える力を養う。最終的な目標としては，国際社会においてフランス語，フランス文化圏とかかわって活躍
し，そして相容れない異文化間の諸課題を解決できる能力習得を目指す。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
１イントロダクション 世界の中のフランス(モジュール a)〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
２フランスと他者（ファッション）
（対面）
３フランスと USA〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
４フランスと EU（対面）
５さまざまな関係性からみるフランス〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
６映画と討論（対面）
７テロとフランス〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
８フランスメディアと暴力（対面）
９フランスの産業〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
１０映画と討論（対面）
１１フランスからみた日本〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
１２日本からみたフランス（対面）
１３ヴァーチャル時代の地域文化としてのフランスについて〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
１４まとめ（対面）-いただいたリアペの総評、議論、テストについてなど。
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
学期試験，毎回小レポート，課題レポートの対策には授業内容の理解が不可欠。準備学習としては，日ごろからフランス国内
外のフランス社会関連情報にアンテナをはること。必須ではないがフランス語の初歩的知識がある，もしくはフランス語学習
にも興味があることが望ましい。
この科目は，クォーター（７週）完結型授業である。週に２コマの授業を，対面形式（木曜４限）とオンデマンド形式（月曜日
ohomeiji に配信）にて実施する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回，授業で行うテーマについて自分なりに指定参考書，その他資料を調べておき，授業中での討論，リアクションペーパー
を通して質問，意見を発表するようにすること。また授業で，学んだことを復習しながら，そのテーマに関する問を自分なり
にまとめること。

５.教科書
関連テーマ関連資料（メディア記事，論文など）の配布及びニュース番組，映画など映像教材なども使用。

６.参考書
『現代フランス社会を知るための 62 章』
（三浦
Larousse その他適宜指示

信孝，西山

教行

７.成績評価の方法
定期試験 60％，毎回小レポート 40％

８.その他
特になし。
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編著）明石書店

2010 年，FRANCOSCOPIES（隔年出版）

地域文化論Ｂ（ドイツ）

相原

剣

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ARS391J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
この授業では音楽を中心とする「同時代の文化」をテーマとしています。当該地域の言語や文化を「学習」し，
「理解」すると
いうことは，容易には言語化され得ない細部を捨象して，翻訳可能かつ伝達可能だと思われる「情報」だけを抽出し，それを単
純に学習・理解することではないと思います。まずは当該地域の文化を愚直に体験していくことを目的とします。不断に行わ
れる実践的思考という営為を以て「言語圏文化」
，
「地域文化」を再検証していく場としたいと思います。
【到達目標】
履修者の皆様がこの授業を通して手に入れるものは，
「当該文化の知識」という予め保証された「解答」ではなく，
「不断に思考
する想像力」であることを望みます。

２.授業内容
第１回 イントロダクション，方法論の提示
第２回 （以下、予想されるキーワード：ヒップホップとテクノ，環境対策）
第３回 （ドイツと東欧，合唱祭）
第４回 （80s，LGBTQ）
第５回 （ハンブルクのシーン）
第６回 （Nina Hagen，椎名林檎，レディ・ガガ，ワイマール期の文化）
第７回 （Jazz と Helloween）
第８回 （ドイツとトルコ）
第９回 （ベルリンと建築）
第 10 回 （ウィーンの音響）
第 11 回 （ウォーホル，リヒター）
第 12 回 （ドイツのクリスマス）
第 13 回 （ベルリンのダークサイド）
第 14 回 a：（ドイツのマイノリティ文化）b：試験
まずは様々な音楽・文化に接することからはじめたいと思います。ドイツのヒットチャートを賑わすポップスから，ヒップホ
ップや R&B，レゲエ，スカ，パンク，ミュンヘン・ディスコ，ニューウェイブにポストロック，EDM，チップチューンにジャズ
やボサノヴァ，ラウンジにエレクトロニカといったもの，アイドルや子供番組の主題歌，ドイツの流行歌と言われるシュラー
ガーなど，様々なものが対象となります。もちろん所謂ジャーマン・メタルや日本でも知られているクラフトワークやラムシ
ュタインなども取り上げていきます。また，Neubauten や CAN など，現在に至るまで世界の音楽シーンに大きな影響を与え続け
ているアーティスト達にも触れます。ファッションと音楽のかかわりを探ってみたり，ドイツのヒップホップにおける使用言
語が，英語とドイツ語に二分されることに注目してみるのもよいかもしれません。Joy Denalane に代表されるアフロ・ジャー
マン文化の背景や，トルコや東欧のシーンなどに注目する必要もあると思います。クリスマスなど季節のイベントも体験して
いきたいと思います。アートやファッション，スポーツ，アニメ，ゲーム，演劇，建築，思想など様々な領域に自由に逸脱しな
がら，当該の言語圏文化・地域文化について考えていきます。

３.履修上の注意
ドイツ語に関しては歌詞や関連情報としてお渡ししますが，映像を主体とした授業なので，ドイツ語履修者でなくとも問題は
ありません。また，ドイツ語履修の方にとっては，ドイツ，オーストリアやドイツ語の新しい面を発見できる場となることで
しょう。音楽ジャンル等あらゆる予備知識は全く必要ありません。
他者への想像力を持って，たった一人で自ら思考し発信することを厭わず愉しむ方にとって，居心地の良い場であることをお
約束します。
初回のイントロダクションには必ず出席するようにしてください。授業の進め方や目的についての説明をいたします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
【準備学習の内容】
様々な分野に日々関心を持ち，分からないことを恐れず，分からない事柄があれば，まず「検索」をしましょう。
【復習すべき内容】
関連の文化事象について，さらに興味の幅を広げていきましょう。

５.教科書
随時プリント等を配布します。特に教科書は使用しません。

６.参考書
特に定めません。

７.成績評価の方法
平常点・授業内の取り組み（個別の事象に対する自らの思考の積み重ねと発信及び他者の思考のフィードバック）70％，課題・
試験（いずれも受験・提出必須）30％
＊何よりも１回１回の授業内での取り組みを重視します。

８.その他
特になし。
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地域文化論Ｃ（中国）

呉

燕

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ARS391J

１.授業の概要・到達目標
「中国文化」は，歴史上に東アジアだけでなく東南アジアにまで至る広い地域で大きな影響力をもったことは言うまでもな
い。その内実は多様極まりである一方，地域と時間の差異を越えて保ち続ける一致性と求心力も存在する。本講義では，中国
文化の多様性と重層性を尊重しながら，その核心にある「中国的な」何かを探ってゆくことを通して，現代中国を含めての「中
国」に対する理解を深めていきたい。
本講義は，写真，ドキュメンタリー，映画などマルチメディア手段を活用し，中国の風土，民俗，芸術，言語など文化の豊富
性をテーマごとに展示しようとする。それに解説と論議を加え，普段あまり視野に入れない中国に関する文化の様態を実際に
体験する契機を提供したい。その上に比較文化の立場を立ち，東アジアのほかの地域と照らし合わせ，その背景にある文化観
念の異同，かつその歴史的なつながりを解明していくことも一つのポイント。
本講義は，中国文化独自の論理をその歴史の脈絡に沿って捉えようとする一方，広い視角から東アジアの文化交流を再考す
ることも試みる。文化事象を多元的な視角を持って考える力，国際社会に適応する異文化理解と関係性構築のための能力を身
につけるのを目標とする。
本講義に採用される音声や画像資料には，一部英語の内容が入っているので，ご了承ください。

２.授業内容
本講義は，おおよそ二週間一つのテーマのペースで進んでいく予定であるが，受講者の要望や関心に応じて調整する場合もあ
る。
第一回：a のみ：イントロダクション（中国文化の基本構造）
第二回：「民は食を以て天とする」の中国：（１）食材と味覚
第三回：「民は食を以て天とする」の中国：（２）スマホに変えられた現代中国都市の食生活
第四回：中国の古代建築と空間への美意識（１）伝統的な空間認識
第五回：中国の古代建築と空間への美意識（２）庭園と空間の「美意識」
第六回：「天下」から「万国」へ：中国人の世界観念の変遷（１）
「天下」と「天子」
第七回：「天下」から「万国」へ：中国人の世界観念の変遷（２）
「世界」とは何か
第八回：「鬼・仙・妖」
：中国人の宗教意識を探る（１）
「冥界」への中国式想像
第九回：「鬼・仙・妖」
：中国人の宗教意識を探る（２）中国人にとっての神とは何か
第十回：「鬼・仙・妖」
：中国人の宗教意識を探る（３）
「妖」と中国のファンタジードラマ
第十一回：中国人の「情」と「恋」はどう違いますか（１）民話から見る中国人の恋愛観
第十二回：中国人の「情」と「恋」はどう違いますか（２）現代中国の結婚事情
第十三回：中国人の財産観と出世意識（１）
第十四回：中国人の財産観と出世意識（２）

３.履修上の注意
中国語の学習歴を持たない学生も履修できる。中国文化の基本を紹介する講義であるため，中国出身の学生は，この授業の履
修は遠慮していただきたい。
面接授業を実施する場合：
1．授業中の論議やプレゼンテーションに対する積極的な取り組みが望ましい。なお，授業時間外の学習を前提として講義を行
う。各自関心を持った事項については図書館の活用等を通じ自主的な学習を期待する。
2．期末試験は不実施となっているが，講義のテーマを巡ってレポートの作成が求められる。
3．講義中の私語を慎むこと。
4．講義開始後２０分以降入室禁止となる。
オンデマンド授業を実施する場合：
1．毎週授業日の朝に講義動画をアップする。講義動画の他に，補足資料としての他の視聴動画も提供する。著作権の配慮で，
これらの動画はすべてダウンロード禁止で，授業当日しか視聴出来るように設定しておくことになる。授業当日視聴出来ない
方の要請に応じて個別に視聴許可を出すことも可能。改めてご了承ください。
2．テーマごとにミニレポートの課題を出す。次の授業の前日までに提出期限となる。期限を過ぎたら提出は出来なくなり，期
末の成績評価にも影響する。ご注意ください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
準備学習・復習を前提として講義を行う。具体的には授業初回に指示するが，各回毎紹介した内容は文献の購読により各自で
理解を深めておくこと。

５.教科書
特に指定しない。

６.参考書
加藤徹，
『貝と羊の中国人』
，新潮社 2006 年
湯浅邦弘編著，
「概説 中国思想史」
，ミネルバァ書房 2010 年
井ノ口哲也，
『入門 中国思想史』
，勁草書房 2012 年
橋爪大三郎・大澤真幸・宮台真司，
『おどろきの中国』
，講談社 2013 年
岡本隆司，
『近代中国史』
，筑摩書房 2013 年
『中国の論理：歴史から解き明かす』
，中央公論新社 2016 年
参考資料を適宜配布し，関連文献はその都度紹介する。

７.成績評価の方法
期末レポート（65％）
，テーマごとに要求されるミニレポートや発表など（25％）及び平常点（10％）より評価する。
３回の無断欠席で（就活期間中の方は４回まで）期末レポートの提出を不可となる。

８.その他
特になし。

260

地域文化論Ｃ（朝鮮）

趙

景達

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ARS391J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
朝鮮文化を学ぶ大前提として，語学はもとよりだが，歴史を理解しなければならない。本授業では，歴史理解に重点を置いた
講義を行う。本授業では，朝鮮王朝時代から韓国併合までの時期を扱う。その際，文化がテーマの授業なので，文化に着目する
が，本授業が問題にする文化は政治文化である。政治文化に着目しながら，通史的に授業を進める。政治文化には，原理（思
想）があるが，それと現実との間には往々にして齟齬がある。たとえば，民主主義を標榜する国であるといっても，実際は民主
主義が機能していない国はいくらでもある。朝鮮の前近代社会は，儒教的民本主義を標榜していたが，実際にはそれはどのよ
うに機能していたのか。そして，それは韓国が日本に併合されるまでにどのような葛藤を演じたのか，などを概観する。さら
にその上で，植民地朝鮮についても言及したいが，本授業の到達目標は，以上のような歴史的概観を通じて，今日の韓国がど
のような社会であり，どのような政治文化の国であるのかを理解することにある。

２.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

イントロダクション
朝鮮の概観
朝鮮王朝の政治文化
朝鮮の開国
壬午軍乱と甲申政変
甲午農民戦争と日本
日露戦争と朝鮮
大韓帝国の時代
植民地化と国権回復運動
武断政治と三・一運動
文化政治下の朝鮮
総力戦体制下の朝鮮
朝鮮半島の現代史
今日の日韓関係をどう見るか

３.履修上の注意
本授業は講義を一時間ほどした上で質問を受け付ける形で進めていきたい。質問は講義中であっても受け付ける。積極的な
授業参加を期待する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
受講生は，事前に毎回少しずつテキストを読んで参加してもらいたい。

５.教科書
趙景達『近代朝鮮と日本』
（岩波新書，2012 年）
趙景達『植民地朝鮮と日本』
（岩波新書，2013 年）

６.参考書
趙景達編『植民地朝鮮』
（東京堂出版，2011 年）
趙景達編『近代日朝関係史』
（有志舎，2012 年）

７.成績評価の方法
平常点（50％）
，学期末試験（50％）で評価する。

８.その他
特になし。
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地域文化論Ｄ（スペイン）

結城

健太郎

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ARS391J

１.授業の概要・到達目標
スペインについて学ぶ。スペインはその多様性とは裏腹に，日本においては，サッカーやフラメンコなどごく限られた一面だ
けが紹介されてきた。履修者の参加をまじえつつ，地理・歴史からはじめ，イベリア半島の諸相を扱うことにより，この国につ
いてバランスの取れた知識を身につける。

２.授業内容
（受講者の興味や進度により，調整する可能性がある。
）
第１回：日本におけるスペインのイメージ
第２回：地理・気候
第３回：歴史（１）
第４回：歴史（２）
第５回：歴史（３）
第６回：政治
第７回：行政
第８回：経済
第９回：産業（１）
第 10 回：産業（２）
第 11 回：産業（３）
第 12 回：文化
第 13 回：社会問題（１）
第 14 回：社会問題（２）

３.履修上の注意
この授業では参加を重視するほか，履修者によるグループワーク，調査・発表の機会を設ける。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に配付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質問すること。また，次の回の内容に毎回の授業後に
復習用の課題を出題する。

５.教科書
教科書は特に定めない。授業で資料を配布する。

６.参考書
必要に応じて紹介する。

７.成績評価の方法
授業への参加を４０％，課題等を３０％，各種テストを３０％として評価する。

８.その他
授業外でもスペインに関するニュースや文化に触れようとする積極性を持つこと。
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地域文化論Ｄ（イスラーム）

横田

貴之

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ARS391J

１.授業の概要・到達目標
16 億人以上ともいわれるムスリム（イスラーム教徒）にとって，イスラームは日々の生活のみならず，社会の基底をなす重
要な宗教です。最近では，イスラームをめぐる諸問題への関心も世界的に高まっています。日本に暮らすムスリムは 10 万人を
超えるともいわれ，我々にとっても身近な隣人です。今後一層，イスラームに関する理解がさらに必要になると予想されます。
本講義では，イスラーム理解の出発点として，イスラームの教義・歴史に関する基礎知識を中心に解説します。本講義を通
じて，各受講生がイスラームに関する基礎知識を習得し，イスラームの多面性を理解することを目標とします。

２.授業内容
（１） b のみ。イントロダクション（イスラーム理解のために）
（２） セム系一神教の系譜
（３） イスラームの誕生
（４） イスラームにおける啓示と教義
（５） 五行・六信
（６） 正統カリフ・ハディース
（７） シーア派
（８） イスラームの知識の担い手①―ウラマー
（９） イスラームの知識の担い手②―スーフィー
（10） イスラームの歴史①―黄金期
（11） イスラームの歴史②―近代
（12） イスラームの歴史③―19 世紀末～20 世紀前半
（13） イスラームと音楽
（14） まとめ―イスラームの教えとは？
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
毎回の授業において，受講生の発言，およびリアクションペーパーの提出を課します。発言・リアクションペーパーは成績に
反映します。期末試験は授業を踏まえた設問となるので，予習・復習による授業内容の深い理解が不可欠です。授業内で指示
する課題は必ず行ってください。また，適宜グループワークを課します。

４.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必ず復習し，不明な点はリアクションペーパーにて質問してください。次回の内容に
ついても，事前に配布するレジュメに目を通して，概要を理解してください。
また，新聞やテレビなどで，日常的にイスラーム関連のニュースに触れてください。

５.教科書
特に定めない。授業では，ＰＰＴを使用し，レジュメを配布します。

６.参考書
小杉泰『イスラームとは何か－その宗教・社会・文化』
（講談社，1994 年）
その他，授業内で適宜指示します。

７.成績評価の方法
リアクションペーパー30％，期末試験（論述式）70％

８.その他
第１回のイントロダクションにおいて，授業詳細について説明するので，履修希望者は必ず出席すること。
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地域文化論（英語圏）Ａ

鈴木

健

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ARS391J

１.授業の概要・到達目標
「授業概要」歴代米国大統領の「公の説得の技法」としてのレトリックを研究する。2004 年党大会基調講演，2008 年及び 2012
年大統領選キャンペーン，TV ディベート，就任演説，オバマ大統領の「核なき世界」演説，東京演説などを扱う予定。さらに，
レトリック批評の主要な方法論を取り扱う。具体的には，新古典主義，イデオロギー批評，物語論，ファンタジー・テーマ分析
などを取り扱う。
「到達目標」米国大統領の政治演説やディベート等の分析を通じて，公的説得の技法としてのレトリックについて学ぶ。同
時に，アメリカ社会の説得構造に関しても学ぶ。

２.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

イントロダクション
政治コミュニケーション（Read:第 1 章）
説得コミュニケーションの歴史：ビデオ 2004TV Debate（Read:第２章）
レトリカル・プレジデンシー：ビデオ 2008TV Debate1（Read:第３章）
メディアと政治:ビデオ 2008Vice-Pre Debate（Read:第４章）
大統領選とＴＶディベート:ビデオ 2008TV Debate2（Read:第５章）
ビデオ：「ケネディ対ニクソン」
レトリック批評の方法論１:ビデオ就任演説（Read:第６章）
レトリック批評の方法論２：ビデオ演説の力（Read:第７章）
レトリック批評の方法論３（Read:第８章）
レトリック批評の方法論４（Read:第９章）
レトリック批評の方法論５（Read:第 10 章）
レトリック批評の方法論６
レトリック批評の方法論７

３.履修上の注意
第１回の授業に必ず出席すること。
英語に必ずしも堪能である必要はないが，英語の資料も適宜使用する予定である。また，社会的言説や論争に興味があり批判
的分析能力を高めたい希望を持っている学生の履修が望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
第１回の授業に必ず出席すること。また，毎回割り当てられた教科書の章を必ず読んだ上で，質問を用意して臨むこと。

５.教科書
鈴木健『政治レトリックとアメリカ文化：オバマに学ぶ説得コミュニケーション』
（朝日出版社，2010 年）
．

６.参考書
Timothy Borchers. An Introduction: Rhetorical Theory. Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2006.

７.成績評価の方法
毎回のクラス・ディスカッションへの貢献度（40%）と試験（60％）によって，成績評価をする。出席と予習を重視する。

８.その他
特になし。
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地域文化論（英語圏）Ｂ

鈴木

健

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ARS391J

１.授業の概要・到達目標
授業概要：1980 年代，米国内で批判的文化実践（critical cultural practice）として発達したパフォーマンス研究（Performance
Studies）について学ぶ。パフォーマンス的な思考とは，日常の社会的物語や儀式がどのような意味を持つかを考える時に，参
加者が演じている役割と具現化された社会的な意味を理解する鍵となる。問題となるのは，社会，共同体など文化に代表され
るマクロ的な宇宙と，個人のアイデンティティ，体験などに代表されるミクロ的な宇宙の相互作用である。
到達目標：現代社会における「政治的闘争の場」
（a site of political struggle）としての文化について考察できるようにな
ること。特に，差別･偏見･権威に対して，我々がどうあるべきか，どのように抵抗していくことが可能であるかを考察する。

２.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

イントロダクション
批判的カルチュラル・スタディーズ（Read:序章）
パフォーマンス研究入門１（Read:第 1 章）
パフォーマンス研究入門２（Read:第２章）
ビデオ１：「４２」
パフォーマンス研究入門３（Read:第３章）
パフォーマンス研究入門４（Read:第４章）
ジェンダーとパフォーマンス（Read:第５章）
ビデオ２：「チェンジリング」
ロールプレイとパフォーマンス（Read:第６章）
身体とパフォーマンス（Read:第７章）
パフォーマンスと博物館学（Read:第８章）
パフォーマンス・プレゼンテーション
まとめ

３.履修上の注意
第１回の授業に必ず出席すること。英語に必ずしも堪能である必要はないが，英語の資料を適宜使用するために英語に興味の
ある学生の履修が望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回割り当てられた教科書の章を読んだうえで，質問を準備して授業に臨むこと。

５.教科書
高橋雄一郎，他編著『批判的カルチュラル・スタディーズ：パフォーマンス研究のキーワード』
（世界思想社，2009 年）
．

６.参考書
特に定めない。

７.成績評価の方法
プレゼンテーションとクラス・ディスカッション（40％）への貢献度を加味して，最終試験（60％）によって成績評価をする。
出席と予習を重視する。

８.その他
特になし。
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日本文化論Ａ

日置

貴之

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LIN331J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
日本における芸能の起源としてしばしば紹介されるのは、天岩戸神話における女神アメノウズメの舞踊であるが、現実の演劇・
芸能の歴史の中でも女性は重要な役割を果たしてきた一方で、しばしば公的な上演の場から排除されてきたこともまた事実で
ある。また、前近代・近代の各時代の実社会におけるジェンダー観は、今日まで残る演劇・芸能の中にさまざまな影響を残して
いる。本講義では、日本演劇・芸能に女性がどのように関わってきたか、また演劇・芸能は女性をどのように表象したかを見て
いく。
【到達目標】
日本の演劇・芸能と女性との関係の通時的な知識を身につける。演劇・芸能における女性表象について知り、自らの考えを持
つ。

２.授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：中世以前の女性芸能者
第３回：能のなかの女性
第４回：狂言のなかの女性
第５回：女性芸能者と歌舞伎の発生
第６回：歌舞伎のなかの女性
第７回：浄瑠璃姫と女性の語り手たち
第８回：人形浄瑠璃のなかの女性
第９回：御狂言師と女役者
第 10 回：河竹糸の生涯
第 11 回：新歌舞伎の女性
第 12 回：長谷川時雨と岡田八千代
第 13 回：
「女優」という存在
第 14 回：まとめ

３.履修上の注意
各回の授業後にコメントの提出を義務付ける。これは単なる出席の確認ではなく，次回以降の授業を，受講者の学習状況を適
切に踏まえた上で進めていくためのものであり，成績評価の上でも重視する。したがって，受講者には漫然と話を聞くのでは
なく，適切な予習・復習を行った上で積極的な姿勢で授業に臨むことを求める。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
初回の授業時に，より詳細な授業計画および参考文献一覧を配布するので，それを参考にして各回の授業前に予習を行った上
で授業に参加すること。
授業後に提出したコメントに対しては，必要に応じて次回以降の授業等の中でフィードバックを行うので，適宜復習を行うこ
と。

５.教科書
使用しない。

６.参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

７.成績評価の方法
各回の授業についてのコメントと，学期末レポートを提出することとし，授業コメントを 40%，レポートを 60%で評価する。

８.その他
特になし。
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日本文化論Ｂ

日置

貴之

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LIN331J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
災害と疫病が、主に近世（江戸時代）以降の日本の演劇とどのような関係を持っていたか、また演劇の中でどのように描かれ
たかを論じる。
【到達目標】
日本演劇と災害・疫病との関係について、通時的な知識を身につけ、自らの考えを持つことができる。

２.授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：災害①火災と近世演劇
第３回：災害②元禄地震・宝永地震と『心中重井筒』
第４回：災害③宝永富士山噴火・浅間山噴火
第５回：災害④安政東南海地震・江戸地震と歌舞伎
第６回：災害⑤磐梯山噴火と『音菊浅間幻灯画』
第７回：災害⑥明治期の地震・津波と演劇
第８回：災害⑦関東大震災と演劇
第９回：疫病①疱瘡・麻疹と演劇（１）疱瘡・麻疹避けの信仰と演劇
第 10 回：疫病②疱瘡・麻疹と演劇（２）疫病の流行と興行
第 11 回：疫病③安政のコレラと『染分紅地江戸褄』
第 12 回：疫病④明治期の劇場と衛生
第 13 回：疫病⑤「スペイン風邪」と演劇
第 14 回：まとめ

３.履修上の注意
各回の授業後にコメントの提出を義務付ける。これは単なる出席の確認ではなく，次回以降の授業を，受講者の学習状況を適
切に踏まえた上で進めていくためのものであり，成績評価の上でも重視する。したがって，受講者には漫然と話を聞くのでは
なく，適切な予習・復習を行った上で積極的な姿勢で授業に臨むことを求める。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
初回の授業時に，より詳細な授業計画および参考文献一覧を配布するので，それを参考にして各回の授業前に予習を行った上
で授業に参加すること。
授業後に提出したコメントに対しては，必要に応じて次回以降の授業等の中でフィードバックを行うので，適宜復習を行うこ
と。

５.教科書
使用しない。

６.参考書
『日本古典と感染症』ロバート キャンベル編, KADOKAWA, 2021 年
この他，授業中に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
各回の授業についてのコメントと，学期末レポートを提出することとし，授業コメントを 40%，レポートを 60%で評価する。

８.その他
特になし。
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比較文学・比較文化ＢⅠ

関口

裕昭

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)CUL321J

１.授業の概要・到達目標
「ウィーン・モデルネの都市空間における文学・芸術」
一般に「ウィーン世紀末」と呼ばれているウィーン・モデルネを中心に，19 世紀の半ばから 20 世紀の半ばにかけてウィーン
の都市空間で展開した文学・美術・音楽・建築・科学を考察します。随所に比較文化的考察を取り入れ，日本文化との比較（た
とえばジャポニズムなど）も行います。
ヨーロッパ近代文化史の基礎的な知識，都市空間から文化を考察する方法，および比較文学・文化研究の基礎を身につける
ことを目標とします。
(対面授業を予定していますが、やむを得ずオンラインで行う場合、内容を若干変更することがあります）

２.授業内容
第１回 イントロダクション―都市ウィーンの歴史
第２回 近代ウィーンの都市空間の展開
第３回 ウィーン世紀末の文学①－ホフマンスタールとアルテンベルク
第４回 ウィーン世紀末の文学②―シュニッツラーと情愛の文学
第５回 ウィーンのカフェ文化
第６回 ジークムント・フロイト―精神分析の開拓者
第７回 グスタフ・マーラー―「やがて私の時代が来る」
（交響曲第 5 番アダージェットほか）
第８回 アルノルト・シェーンベルク―無調の世界へ（「月に憑かれたピエロ」
）
第９回 グスタフ・クリムト―黄金の絵画・ジャポニズム・風景画
第 10 回 クーデンホーフ光子の生涯―世紀末ウィーンにさまよい込んだ日本人
第 11 回 ウィーン・プラーター250 年①―公園・草原・娯楽場（モーツァルトからシュティフターまで）
第 12 回 ウィーン・プラーター250 年②―世界崩壊への序曲（ユダヤ人とプラーター）
第 13 回 建築の世界―アドルフ・ロースとオットー・ヴァーグナー―装飾と犯罪
第 14 回 a. まとめと展望
（内容は変更することがあります）

３.履修上の注意
初回を含め、10 回以上出席しないと単位は取得できません。
講義中の私語・飲食は厳禁，またスマホなどの電子機器の使用を認めません。大学の勉強において自分でノートを取ることは
重要です。その練習をしましょう。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業で扱う作品などをあらかじめ読んでおくと，理解がいっそう深まります。

５.教科書
毎回プリントを配布します。オンライン授業の場合はパワーポイントで講義をします

６.参考書
特に定めませんが，カール・ショスキー『世紀末ウィーン 政治と文化』がこのテーマに関するスタンダードな文献となって
います。またトールミンとジャニク共著の『ヴィトゲンシュタインのウィーン』もおすすめです。他にもたくさんありますの
で，授業で紹介します。

７.成績評価の方法
授業への参加度 40％（４回以上の欠席は失格）
，学期末レポート 60％

８.その他
特になし。

268

比較文学・比較文化ＢⅡ

関口

裕昭

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)CUL321J

１.授業の概要・到達目標
「文学の中の子どもと宇宙」
今年の講義では，
「子ども」と「宇宙」をテーマに様々な文学作品を読み解き，その豊かな世界へ皆さんを誘います。
『グリム童話集』，
『ハイジ』
，
『宮沢賢治童話集』
・・・。皆さんも子供のころ，時間がたつのも忘れて読んだ本があるでしょ
う。
この講義の前半では，幼年時代に読んだ，一般に子供向けとされる作品を精読し，その頃には気づかなかった深い意味を探り
ます。みなさんは「白雪姫」
「ラプンツェル」などのアニメーション映画を見たことがあると思いますが，原作と比べて何か違
いがあるのでしょうか。あるとするならその意図はなんでしょうか。本講義では，初版が版を重ねるにつれて変更された個所
に分析を加え，さらに原作が映画やアニメになると，どのように変更されるのかという「アダプテーション」の問題について
も考えます。
後半は宇宙というテーマを様々な文学作品に読み，自然科学と人文科学の境界線上で考察します。
みなさんは，夜空を見上げて星座を探したりしたことがあるでしょう。実は私も星を見るのが大好きです。ひとつひとつ星
座には，様々な神話や物語があり，ホメロスに始まり多くの詩人たちは星座や星を詩や物語にしてきました。このように宇宙
は，人文科学と自然科学が交じり合う豊かな世界であります。そのことを多くのテクストをもとにお話するつもりです。
この講義では，子供と宇宙をテーマに，比較文学・比較文化のさまざまな研究方法の基礎を学び，テキストを深く様々な視
点から読んで解釈し，ほかのメディアと比較する手法を学ぶことを主眼とします。
(今のところ対面授業を行う予定ですが、やむを得ずオンラインになった場合、内容の一部を変更することがあります）

２.授業内容
第１回 イントロダクション 書物の歴史―子供と宇宙のイメージを求めて
第２回 グリムの世界①ーグリム兄弟の生涯を業績
第３回 グリムの世界②―メルヘンの比較研究入門
第４回 ハイジの世界―ヨハンナ・シュピリの生涯，日本におけるハイジ像
第５回 ドロステ・ヒュルスホフと子どもの世界
第６回 ベンヤミン『ベルリンの幼年時代」を読む
第７回 下村湖人『次郎物語』を読む
第８回 柏原兵三『長い道』と映画/漫画『少年時代』の比較研究
第９回 ローベルト・シューマン「子どもの情景」
第 10 回 宮沢賢治の世界①―「でくのぼう」とは何か？
第 11 回 宮沢賢治の世界②―『銀河鉄道の夜』を天文学から読み解く
第 12 回 ケプラー『夢』から始まるドイツの宇宙文学史
第 13 回 パウル・ツェランにおける宇宙と星
第 14 回 まとめと展望
（内容は変更することがあります）

３.履修上の注意
講義中の私語・飲食は厳禁，またスマホなどの電子機器の使用を一切認めません。ルールを破ると厳しく対処します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
講義で扱った文学作品を読んだり，映画を DVD などで鑑賞することが求められます。
履修を決めた人は，
『グリム童話集』を文庫本などで入手し，いくつかの話をあらかじめ読んでおいてください。

５.教科書
毎回プリントを配布します。

６.参考書
講義で紹介します。

７.成績評価の方法
授業への参加度 40％（４回以上の欠席は失格）
，学期末レポート 60％

８.その他
特になし。
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ユニバーサルデザイン

中和

正彦

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)DES341J

１.授業の概要・到達目標
ユニバーサルデザイン（ＵＤ）とは，年齢・性別・障害の有無などに関わりなく，すべての人に使いやすいように製品や環境
を設計することです。その考え方は現在，サービスや情報などの無形のものにも及んでいます。この科目では，そうしたＵＤ
の基礎知識および現状と課題を，グループワーク（ＧＷ）も交えて学んでいきます。到達目標は次のとおりです。
（1）社会的少数者の多様な特性やニーズについて理解する。
（2）自分が関わる環境の中にあるＵＤや，ＵＤの見地からの問題点を発見することができる。
（3）発見した問題点に対するＵＤ的な解決策・改善策の考え方を理解する。

２.授業内容
第１回：イントロダクション（授業の概要，UD の背景と問題意識）
第２回：「障害」とは ／ 利用者の多様性とニーズ（１）視覚障害
第３回：利用者の多様性とニーズ（２）聴覚障害，盲ろう，肢体不自由
第４回：ＧＷ「障害を負って復学，その時あなたの生活は？」 ／ 利用者の多様性とニーズ（３）知的障害，精神障害，発達
障害
第５回：利用者の多様性とニーズ（４）その他のマイノリティ ／ ＧＷの結果と対応事例の検討（１）家内生活
第６回：ＧＷの結果と対応事例の検討（２）移動・交通・トイレ
第７回：ＧＷの結果と対応事例の検討（３）授業・外食・コミュニケーション
第８回：ＵＤ７原則と実現へのプロセス
第９回：公共の場の UD（１）法整備と実際の動き
第 10 回：公共の場の UD（２）文化施設や観光など
第 11 回：ＩＣＴ機器のＵＤ
第 12 回：情報のＵＤ（ウェブ，読書環境，通信・放送など）
第 13 回：ＵＤまでの歴史と今後の課題
第 14 回：講義全体の振り返りと提出課題フィードバック、
※毎回授業後にリアクションペーパー（授業内容に対する質問や意見を記す）の提出を、Oh-o! Meiji システム「アンケート」
機能等を利用して求めます。寄せられた内容について，翌週の授業でフィードバックを行います。

３.履修上の注意
特別な予備知識は必要ありませんが，日頃から UD に関連するニュースに関心を払ってください。授業でも適宜取り上げます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業前日までに Oh-o! Meiji システム「授業内容・資料」にレジュメを掲載するので，目を通しておいてください。時間があ
れば特に関心のある項目について自分なりに調べてみてください。
授業後はレジュメへの書き込みやノート等を整理し，疑問点があれば上記リアクションペーパー等を利用して質問してくださ
い（もちろん教室での質問も歓迎）
。

５.教科書
特にありません。レジュメを配布します。

６.参考書
『改訂版 情報社会のユニバーサルデザイン』広瀬洋子・関根千佳編著（放送大学教育振興会 2019 年刊）

７.成績評価の方法
授業中の質問への回答や授業後のリアクションペーパーの提出を，Oh-o! Meiji システム「アンケート」機能等を利用して求め
ます。これと GW への参加を合わせて，平常点評価を行います。その他にレポート３本を予定しています。
平常点（70％）
、レポート（30％）

８.その他
特になし。
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倫理学

横山

陸

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)PHL121J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
「倫理」と聞くと，古くさい「道徳」や「お説教」をイメージする人も多いかもしれませんが，倫理学はむしろそうした既成の
「お説教」や「道徳常識」を批判的（＝論理的に）に問い直していく学問（哲学の一部門）です。ですから，道徳嫌いな人も大
歓迎です。講義では，障がい者差別，伝統文化，動物愛護，尊厳死・安楽死，中絶，女性差別，研究倫理，リサイクル，環境保
護などの社会問題を取り上げながら，平等，自由，義務，権利，人格，尊厳，幸福，共感といった倫理学の基本概念について学
んでいきます。専門的な用語を使うならば，応用倫理の様々なテーマを取り上げながら，規範倫理の基本について学ぶ，とい
うことになります。
【到達目標】
（1）倫理学の基本的な概念や理論を理解し，自らの言葉で説明できる。
（2）それらの概念や理論を応用して，社会の諸問題を分析できる。

２.授業内容
第 01 回
第 02 回
第 03 回
第 04 回
第 05 回
第 06 回
第 07 回
第 08 回
第 09 回
第 10 回
第 11 回
第 12 回
第 13 回
第 14 回

なぜ倫理学が必要なのか？ー道徳が暴力になるとき（イントロ）
障がいと差別—平等について考える
クジラを食べては、かわいそう？—動物倫理１
フライドチキンの値段と動物の福祉—動物倫理２
生命に尊厳はあるのか？—動物倫理３
安楽死と尊厳死—生命倫理１
自己決定はどこまで許されるのか？—生命倫理２
出産は義務か？権利か？—生命倫理３
中絶とフェミニズム—生命倫理４
iPS 細胞と幻の STAP 細胞を「倫理」する—生命倫理５／研究倫理
リサイクルが重荷となる日—環境倫理１
エコロジーを哲学する—環境倫理２
人間中心主義で何が悪いのか？—環境倫理３
風景の倫理と「となりのトトロ」—環境倫理４

３.履修上の注意
倫理学は，道徳を批判的（＝論理的に）に吟味し再検討する学問です。履修者には，自分のもっている道徳観・宗教観・価値観
を相対化して講義に臨むことを求めます。たんに自分の道徳観・宗教観・価値観と違うから「受け入れられない」
「ダメだ」で
はなく，論理的にどこが問題なのかを考える姿勢が必要です。なお，履修にあたって専門知識は前提としません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の講義のあとで、復習としてリアクション・ペーパーを作成・提出してもらいます。

５.教科書
使用しません。

６.参考書
必ず購入すべき参考書はありません。なお毎回の講義の最後で、その回の講義内容の発展となる文献を読書案内として紹介し
ます。

７.成績評価の方法
出席とリアクション・ペーパーの提出がそれぞれ３分の２以上の出席者を成績評価の対象とします。成績評価は定期試験（期
末試験）によります。

８.その他
講義に関する連絡や質問は Oh-o!Meiji のクラスウェブを利用します。定期的にクラスウェブを確認してください。
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意思決定論Ⅰ

熊田

聖

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)MAN321J

１.授業の概要・到達目標
人は，生活していく中で，いろいろな問題に直面します。そして，意思決定することにより，問題を解決します。思考におけ
る well-being の追求ともいえます。この問題を解決する方法には，2 通りあります。一つは規範的方法（Normative Approach），
もう一つは叙述的方法（Descriptive Approach）です。
本講義では，規範的方法を扱い，基本的理論の理解，それによる事例分析能力を身に付け，意思決定問題における解決能力
の獲得を目的とします。
また，毎回グループワークを主体とした学習方法を採用しており，相互依存的意思決定を体験し，交渉力の強化も目指しま
す。
授業形態

＜ハイブリッド型＞

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
第１回：イントロダクション、教科書 プロローグ・Part1 1 章〔メディア授業（オン デマンド型）
〕
第２回：教科書 Part3 1 章情報の質、楽観と悲観，Part2 1 章自分の記憶は事実？、ディスカッショングループ決定
第３回：教科書 Part1 3 章ディシジョンツリー決定分析・情報の価値〔メディア授業（オン デマンド型）
〕
第４回：教科書 Part3 3 章 PERT
第５回：教科書 Part3 4 章プロダクトライフサイクル、ポートフォリオ〔メディア授業（オン デマンド型）
〕
第６回：教科書 Part3 5 章システム分析、教科書
Part4 6 章 p.154 人間は失敗する存在
第７回：教科書 Part3 6 章財務決定分析・損益分岐点〔メディア授業（オン デマンド型）
〕
第８回：教科書 Part3 7 章在庫分析
第９回：教科書 Part3 8 章伝えられないこと？〔メディア授業（オン デマンド型）
〕
第 10 回：特権ゲーム、教科書 プロローグ
第 11 回：教科書 Part 2 4 章正しさ〔メディア授業（オン デマンド型）
〕
第 12 回：教科書 Part 1 2 章肉体の傷と精神の傷は独立している？
第 13 回：教科書 Part 1 3 章全員の人生に普遍的に通用する「人生の意味」を探すことの意義とは？〔メディア授業（オン
デマンド型）
〕
第 14 回ａ：期末試験レポート：考えることが大変だという理由から、自分で考えることを止めた先にあるのは？
ｂ：講義全体のまとめ、教科書 Part 2 1 章

３.履修上の注意
この科目は，クォーター（７週）完結型授業です。週に２コマの授業を，対 面形式とオンデマンド形式にて実施します。
オンデマンド形式により実施する回については，学期の初めに Oh-o!Meiji を 通じて授業動画を配信します。次回の対面授業
の日までに必ず受講しましょう。
グループディスカッションがあります。レポートの提出が平常点となります。
また、授業に対するコメントは、
「ディスカッション欄」を利用し、意見交換の場を設けます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業は第１部、第２部等に分かれていますが、数字の小さい順番に学習を進めましょう。

５.教科書
使用する教科書は、以下の通りです。
著者 熊田聖
書名 意思決定論理 思考するということー会計ルールの逆転と共感
出版社 泉文堂
「意思決定科学」とは内容が異なりますので、気を付けてください。

６.参考書
授業の中でその都度紹介します。

７.成績評価の方法
平常点

４０％，レポート課題４０％，定期試験レポート２０％

８.その他
プリント配布が多い授業であり，
「欠席していたために，前回のプリントを頂きたい」との申し出には応じられません。
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意思決定論Ⅱ

熊田

聖

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)MAN321J

１.授業の概要・到達目標
本講義では，基本的交渉理論の理解，それに基づく事例分析能力の獲得を目指します。 相手のある思考における wellbeing の追求とも言えます。また，グループワークを主体とした学習方法を採用しており，相互依存的意思決定を体験し，交渉
力の強化も目指します。
授業形態（Class Type）
＜ハイブリッド型＞

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
第１回：イントロダクション，教科書 Part 4 1 章 交渉の構造〔メディア授業（オン デマンド型）
〕
第２回：教科書 Part 4 1 章 交渉とは？、ディスカッショングループ決定
第３回：教科書 Part 4 2 章 7 つの視点 1）－4）
〔メディア授業（オン デマンド型）〕
第４回：教科書 Part 4 2 章 7 つの視点 5）
、教科書 Part 1
2 章 思考は脳の中だけ？
第５回：教科書 Part 4 2 章 6 相互関係バランス理論 90-10 の原理 7 落とし所〔メディア授業（オン デマンド型）〕
第６回：教科書 Part 4 3 章 交渉の戦略
第７回：教科書 Part 4 3 章 交渉の戦略 事例 休暇 4 章交渉決裂〔メディア授業（オン デマンド型）
〕
第８回：教科書 Part 4 4 章交渉決裂：知覚を邪魔するもの
第９回：教科書 Part 4 4 章交渉決裂への対処〔メディア授業（オン デマンド型）
〕
第 10 回：教科書 Part 4 5 章 対立に終結はあるのでしょうか、教科書 Part 2 記憶は変化する
第 11 回：教科書 Part 2 1 章脳が共感する頻度を減らした理由、
Part 2 5 章共感が行動に現れる？〔メディア授業（オン デマンド型）
〕
第 12 回：教科書 Part 4 6 章 利害関係者
第 13 回：教科書 Part 4 6 章、期末試験レポート〔メディア授業（オン デマンド型）
〕
第 14 回ａ：期末試験レポート解説
ｂ：講義全体のまとめ、教科書 Part 2 3 章聞く技術の感度を向上させるためには？、
Part 4 6 章 意思決定における想像力と創造する勇気

３.履修上の注意
この科目は，クォーター（７週）完結型授業です。週に２コマの授業を，対 面形式とオンデマンド形式にて実施します。
オンデマンド形式により実施する回については，学期の初めに Oh-o!Meiji を 通じて授業動画を配信します。次回の対面授業
の日までに必ず受講しましょう。
グループディスカッションがあります。レポートの提出が平常点となります。
また、授業に対するコメントは、
「ディスカッション欄」を利用し、意見交換の場を設けます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業は第１部、第２部等に分かれていますが、数字の小さい順番に学習を進めましょう。

５.教科書
著者 熊田聖
書名 意思決定論理 思考するということー会計ルールの逆転と共感
出版社 泉文堂
「意思決定科学」とは内容が異なりますので、気を付けてください。

６.参考書
日本交渉学会編集「交渉学ハンドブックー理論・実践・教養」東洋経済新報社

７.成績評価の方法
平常点

４０％，レポート課題４０％，定期試験レポート２０％

８.その他
プリント配布が多い授業であり，
「欠席していたために，前回のプリントを頂きたい」との申し出には応じられません。
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異文化間コミュニケーション

根橋

玲子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM331J

１.授業の概要・到達目標
日本は人口減の局面を迎え，国内における外国人の存在感はますます増している。国際結婚や留学，仕事など，様々な理由
により来日した外国人の中には，永住資格や日本国籍を取得する者もおり，定住化が進んでいる。また，日本国籍を持ったり
日本人名を名乗りながらも，外国にルーツを持つ人も増えている。
本授業では，日本の多文化共生社会を目指すこれまでの取り組みや流れを他の国々と比較しつつ，外国人受け入れの現状を
結婚・雇用・教育といったトピックから理解することを目標とする。また授業では，トピックにまつわるアクティビティやデ
ィスカッションなどアクティブラーニングの手法で学ぶ。本授業を履修することで，異なる文化背景を持つ人々とのコミュニ
ケーションや多文化社会におけるシティズンシップについてより学びが深まるだろう。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
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

4/14
4/21
4/28
5/12
5/19
5/26
6/2

ガイダンス／異文化間コミュニケーションとは・多文化共生とは 【メディア授業（オンデマンド型）
】
多文化共生と価値観
【対面型】
文化とステレオタイプ
【メディア授業（オンデマンド型）
】
多文化とアイデンティティ 【対面型】
日本のなかの外国につながる人々
【メディア授業（オンデマンド型）
】
日本で働く外国人１
【対面型】
日本で働く外国人２
【メディア授業（オンデマンド型）
】
外国につながる子どもたちと教育１
【対面型】
外国につながる子どもたちと教育２
【メディア授業（オンデマンド型）
】
多文化共生政策１ 【対面型】
多文化共生政策２ 【メディア授業（オンデマンド型）
】
グループプレゼンテーション１
【対面型】
多文化共生の取り組み
メディア授業 【メディア授業（オンデマンド型）
】
グループプレゼンテーション２
【対面型】

３.履修上の注意
この授業は、クォーター型（7 週）完結型授業です。週に 2 コマの授業を、対面形式とオンデマンド形式にて実施します。オ
ンデマンド授業については、講義動画を Oh-o!Meiji システムを通じて配信します。
講義動画は、原則毎週月曜日に配信します。学期中の視聴は可能ですが、前後の授業をきちんと理解するために、対面授業
の間に、順を追って視聴してください。
また、講義動画については、コメントシートの提出を求めます（第 1 回を除く、オンデマンド授業 6 回分）
。Oh-o!Meiji クラ
スウェブ内のアンケート機能で提出してください。授業に関する質問や意見交換については、対面授業時、もしくは Oh-o!Meiji
のディスカッション機能でお願いします。
教員への質問・相談については、教員のメールアドレスを初回対面授業時にお知らせします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
講義では、次回授業までに取り組む課題を指示しますので、準備をして次回授業に参加（オンデマンド時は視聴）すること。

５.教科書
なし

必要な資料は授業内に適宜配布する

６.参考書
加賀美常美代編（2013）
『多文化共生論』明石書店
宮島喬・佐藤成基・小ケ谷千穂（編）
（2015）
『国際社会学』有斐閣

７.成績評価の方法
コメントシート（オンデマンド 6 回分）
授業内アクティビティ 15％
グループプレゼンテーション 30％
期末レポート 40％

15％

*対面形式での試験は実施しません

８.その他
特になし。
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科学技術と人間

愼

蒼健

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)STS331J

１.授業の概要・到達目標
「先端科学技術と生命・身体」というテーマで講義を行う。本授業では大きく３つの領域，脳死・臓器移植，再生医療・遺伝
医療，サイボーグ技術を取り上げて，そのような科学技術と生命・身体の関係について批判的な理解の獲得を目標とする。
この講義は，
「先端医療技術の倫理」
，
「生命倫理」ではないことに注意を促しておきたい。

２.授業内容
１

イントロダクション
内容：脳死・臓器移植，遺伝医療，サイボーグ技術を通して問おうとしていることを理解する。
２ 脳死・臓器移植（1）－基本事項の確認
内容：その歴史的経緯，脳死とは，脳死判定基準など，基本事項を理解する。
３ 脳死・臓器移植（2）－脳死への生物学的・医学的批判
内容：脳死の問題点，蘇生限界点，脳低温療法，長期脳死などについて資料映像を用いて理解する。
４ 脳死・臓器移植（3）－臓器移植の問題点
内容：臓器移植後の生存率，免疫抑制剤，臓器提供への同意，自己決定，ドナーの家族とレシピエント
５ 脳死・臓器移植（4）－脳死・臓器移植の人間観・社会観
内容：パーソン論，知性と人格，交換可能な臓器
<小論文課題提出＞
６

再生医療・遺伝医療（1） -遺伝に関する基礎
内容：私たちは遺伝に対してどれほどのリテラシーを持ち，判断を下しているのか。
７ 再生医療・遺伝医療（2）－遺伝医療の現状と近未来
内容：予知医療の可能性／現実，出生前診断，発症前診断，受精卵診断などについて資料映像から学ぶ。
８ 再生医療・遺伝医療（3）－なぜ遺伝子の研究を行うのか
内容：遺伝子研究の歴史，アイスランドの事例，遺伝子調査の政治経済学
９ 再生医療・遺伝医療（4）－遺伝子研究・人体実験の変化
内容：遺伝子研究を人体実験という角度から捉え，その変質を考える。
10 再生医療・遺伝医療（5）－再生医療の衝撃と人間への影響
内容：幹細胞治療，救世主兄弟
11 再生医療・遺伝医療（6）－まとめ
＜小論文課題提出＞
12 サイボーグ技術（1）－サイボーグ技術の基礎
内容：資料映像を使いながら，現在のサイボーグ技術について概観し，その現状を理解する。
13 サイボーグ技術（2）－サイボーグ技術の現在と問題点
内容：メガネ，電動車椅子，人工内耳，義手・義足，脳コンピュータインターフェース
14 サイボーグ技術（3）－エンハンスメントを考える
内容：治療とエンハンスメント，健常と障害の境界とは
＜最終レポート課題について解説＞

３.履修上の注意
受講に際して医学・医療の知識は必要としない。知識の有無ではなく，現代社会における先端科学技術のあり方について，と
くに生命と身体の問題から考えてみたいという学生の受講を望む。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
特に予習は必要ない。ただし，参考文献を紹介するので，各自事前に文献を読んでおくとよい。復習だが，各領域終了時に小論
文（1,200 字程度）を課すので，その際に授業内容をまとめ考察を行うこと。

５.教科書
とくに定めない。ただし，授業用スライドは Oh-o! Meiji から配布する。

６.参考書
授業中に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
小論文の提出状況（2 回分，20%）と最終レポート（80%）によって評価する。レポートの評価基準ついては授業内で説明する。

８.その他
特になし
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家族社会学Ⅰ

施

利平

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC311J

１.授業の概要・到達目標
授業の概要：家族という身近な集団を通して，家族形成をめぐる社会環境の変化からスタートし，結婚すること，子どもをも
つことの現代的意義を問い，また日本家族のみに限らず，アジアの家族，欧米の家族の内実も検証する。最後に家族の抱える
問題点や家族をめぐる社会政策まで取り上げる。
到達目標：前期では主に家族形成・家族関係の多様性について学習し，主観的に捉えがちの家族を相対化するとともに，家族
と外的環境とのダイナミックな力学を捉えられる視点の習得を目指す。

２.授業内容
授業は「Part1 家族形成」
「Part2 家族関係」
「Part3 家族問題」
「part4 家族と社会政策」の４パートで構成される。
第１回 序説 家族をめぐる社会経済的環境
第２回 part1.1 日本の恋愛・結婚事情
第３回 part1.2 非婚カップル
第４回 part1.3 国境を越えた結婚
第５回 part1.4 子どもをもつこと―少子化の真相
第６回 patr2.1 日本の家族関係（1）―性別役割分業の実態
第７回 part2.2 日本の家族関係（2）
―高齢者の扶養と介護の実態
第８回 part2.3 アジアの家族関係
第９回 part2.4 欧米の家族関係
第 10 回 part3.1 家族問題
第 11 回 part3.2 離婚
第 12 回 part4.1 家族と社会政策―日本
第 13 回 part4.2 家族と社会政策―アジア諸国と欧米の動向
第 14 回 まとめ

３.履修上の注意
特になし。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業前に，指定資料と文献を予習しておくこと。

５.教科書
授業中に必要文献を紹介する。

６.参考書
野々山久也編著 2009『論点ハンドブック 家族社会学』世界思想社
井上真理子編著 2010『家族社会学を学ぶ人のために』世界思想社

７.成績評価の方法
平常点（30％）
，期末試験（70％）

８.その他
特になし。
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家族社会学Ⅱ

施

利平

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC311J

１.授業の概要・到達目標
授業の概要：
家族という身近な集団を通して，戦後日本社会の在り方と変化のトレンドを把握し，社会や個人にとり，家族はどのような
存在であったのか，また現在はどのような機能を果しているかを理解する。
到達目標：
主に家族の形成原理と戦後日本の家族・親族の在り方を学習し，家族を形成する原理を理解したうえで，家族や社会変動の
真相を見極められる眼力の養成を目指す。

２.授業内容
授業は「Part1 家族の形成原理」
「Part2 戦後家族変容の通説」
「Part3 戦後家族変容の真相」の３パートで構成される。
第１回 授業の全体像の説明
第２回 part1.1 家族の定義
第３回 part1.2 家族の形成原理
第４回 part1.3 家族・親族制度
第５回 part1.4 日本の伝統的な家族・親族
第６回 patr2.1 データからみる戦後日本の家族・親族
第７回 part2.2 戦後家族・親族の変容（1）
―家族社会学の２つの通説
第８回 part2.3 戦後家族・親族の変容（2）
―家族社会学パラダイムの転換
第９回 part3.1 家族の持つ連続性・持続性
第 10 回 part3.2 今日の親子関係の実態
第 11 回 part3.3 親子関係の歴史的変化
第 12 回 part3.4 墓や祖先祭祀
第 13 回 part3.5 日本的特徴―中国や韓国との比較
第 14 回 まとめと総括

３.履修上の注意
１）
「家族社会学１」を前期に受講することをお勧めします。
２）授業前に，指定文献と資料を予習しておくこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
前期の授業内容を受講しておくこと。もし、それができない場合、授業内容を事前に独学しておくこと。

５.教科書
施利平 2012『戦後日本の親族関係―核家族化と双系化の検証』勁草書房

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
授業参加（30％）
，期末試験（70％）

８.その他
特になし。
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環境政策Ⅰ

江原

菜美子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ENV331J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
環境問題へのアプローチは様々な方法がありますが，この講義では国内及び国際社会の法制度や枠組みに焦点を当てます。
具体的な問題の背景，そして人々や政府がその問題を解決するためにどのような枠組みを形成していったのか，当事者になっ
た気持ちで考え，法制度の趣旨を理解して欲しいと思います。
【到達目標】
日本政府や国際機関によるこれまでの環境問題への取り組みの経緯について理解し，主要な制度的枠組みが現在の社会でど
のように機能しているか説明できることを目標とします。

２.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

授業の概要説明
環境政策の発展の歴史
環境保全の制度的枠組み
環境への影響の評価
大気汚染の防止
水質汚濁の防止
廃棄物の適正な処理
リサイクルと循環型社会
土壌汚染の対策
化学物質の規制
自然環境の保全
被害者の救済：被害者救済制度
被害者の救済：訴訟による解決
被害者の救済：調停による解決

３.履修上の注意
○

１，２年次に法学に関する講義を履修していることが望ましいです。

○

教員への質問・相談窓口として，専用メールアドレスを履修者に通知します。気軽に連絡してください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
○毎回，次回授業の範囲を示すので、テーマについて教科書等を読んでおいてください。
○また，授業にあたって参照したウェブサイト等のリンク先を案内するので，復習として活用してください。

５.教科書
井上秀典『持続可能な社会を考える法律学入門』
八千代出版 2021 年

６.参考書
特にありません。

７.成績評価の方法
定期試験（100％）

８.その他
授業で知ったキーワードが新聞などで出てきたら，その記事を詳しく読んでみてください。
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コミュニケーション思想史

宮本

真也

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC321J

１.授業の概要・到達目標
思想史という学問は，文字通り歴史のうちの一つである。しかし，歴史はほとんどの場合，特定の「観点」から描き出され
る。本講義においては，コミュニケーションについていかなる考え方，理想が現在にいたるまで，どのように展開されてきた
のかを追ってみたい。それゆえ，コミュニケーション手段，技術などの実際の発展を記述する歴史（「コミュニケーション史」
あるいは「メディア史」
）とはいささか異なっている。しかし，他方でそれぞれのテーマがどのような歴史的文脈に位置付くか
について，背景となる歴史的事象の考察・確認も不可欠である。コミュニケーションについての多様な理解を，様々な分野か
ら学び，人間のコミュニケーションの持つ機能と意味を社会学的，心理学的，哲学的に考察することを目指したい。

２.授業内容
第１回 コミュニケーションとは？
第２回 転移のコミュニケーションⅠ 恋愛について
ジークマント・フロイト
第３回 転移のコミュニケーションⅡ
第４回 自我のコミュニケーションⅠ
ジョージ・ハーバード・ミード
第５回 自我のコミュニケーションⅡ
第６回 意味と解釈をめぐるコミュニケーションⅠ
シンボリック相互作用論－ハーバート・Ｇ・ブルーマー
第７回 意味と解釈をめぐるコミュニケーションⅡ
第８回 身体加工のコミュニケーションⅠ
「私」の「身体」への意図的な介入
第９回 理性のコミュニケーションⅠ コミュニケーション的行為の理論
ユルゲン・ハーバーマス
第 10 回 理性のコミュニケーションⅡ
第 11 回 社会的に認めること／認められることのコミュニケーションⅠ
アクセル・ホネット
第 12 回 社会的に認めること／認められることのコミュニケーションⅡ
第 13 回 公共圏とコミュニケーションⅠ
第 14 回 公共圏とコミュニケーションⅡ
（進度などに合わせてテーマを変更することがある）

３.履修上の注意
コミュニケーションという一般概念の中にある矛盾と相容れない諸傾向を把握し，それらをどのように専門的に扱うべきか
を共に考えてみたい。講義の中でそのつど適切な参考文献をあげることにする。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
以下に示す教科書の該当する章を予習，復習することがのぞましい。

５.教科書
伊藤公雄編『コミュニケーション社会学入門』
，世界思想社，2010 年。

６.参考書
必要に応じて，授業時に紹介する。

７.成績評価の方法
定期試験

70％

平常点

30％

コロナ禍においてオンライン授業を余儀なくされる場合には、以下のように変更する。
１
２

毎回の小課題：40％
各テーマについてのレポート：合計 60％

８.その他
特になし。
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自然地理学

鳴橋

竜太郎

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)GEO321J

１.授業の概要・到達目標
本講義では自然地理学一般を広く平易に扱い，他の自然地理学系の講義の導入的位置づけとなります。主として地形発達と
環境動態，および自然環境史に焦点を当て，それらの理解を深めることを目指します。
さらに地学や第四紀学，文献歴史学など，近接する他分野を横断・援用しつつ，我々人類の居住空間たる「自然環境」を念頭
に置き，解析するための手法および知識について学んでいきます。

２.授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：気象・気候 －気圏環境－
第３回：海と陸水 －水圏環境－
第４回： 地図の基礎 投影法，位置の基準。
第５回：地形図の利用 判読実習。
第６回：地殻変動
第７回：火山
第８回：地震・津波
第９回：侵食輪廻・山地形成
第 10 回：河川の営力・沖積平野
第 11 回：海岸地形
第 12 回：カルスト
第 13 回：氷河・周氷河
第 14 回：環境変動史 －古環境を探る－

３.履修上の注意
・授業中の私語に関しては，減点等も視野に入れて厳しく対応します。
・パワーポイントや板書等の撮影，および授業の録音は禁止します。
・第１回のイントロダクションでは受講の際の諸注意等を説明しますので，なるべく出席するようにしてください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
我々を取り巻く「環境」を扱う以上，授業で説明することを現実生活で自然や生活空間を観察することで復習・実体験してほ
しい。

５.教科書
特に指定しない。レジュメ配布。

６.参考書
地理学関連の書籍は古今書院，朝倉書店，東京大学出版会などから多数刊行されています。講義中に適宜紹介します。

７.成績評価の方法
期末試験 （80％）
，平常点 （授業内課題及び授業内レポート，20％）

８.その他
特になし。
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ジャーナリズム論Ⅰ

コーディネーター

大黒

2 単位

岳彦

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM351J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
本授業は実際に放送されたテレビドキュメンタリーを視聴し、プロデューサーとともにその取材・制作手法、取材対象の歴史、
課題などを考えていく。コロナ禍、戦争など現実に生起した事象をメディアはどのように取材、記録しているのか。どのよう
な方法論があるのか。調査報道、密着取材、再現ドラマ、SNS の活用など様々な方法論を知る。同時に沖縄返還、憲法制定、朝
鮮人強制連行、戦時性暴力など論争的なテーマにメディアがどのように向き合ってきたのか、考えていく。また戦争とプロパ
ガンダの問題についても理解を深めていく。
【到達目標】
テレビメディアが様々な方法論の模索を続けてきたことを理解し、メディアリテラシーを涵養することを目標とする。同時に
コロナ禍、沖縄、戦争など論争的テーマについて広い歴史的な視野から見つめることの重要性を認識する。

２.授業内容
第１回 イントロダクション コロナ禍の世界を記録する
第２回 コロナ禍の世界を記録する① シリア難民
第３回 コロナ禍の世界を記録する② 武漢市民の記録
第４回 感染症と日本の戦争を取材する ワクチンと 731 部隊
第５回 沖縄返還を記録する①
第６回 沖縄返還を記録する②
第７回 再現ドラマとドキュメンタリー 憲法制定
第８回 再現ドラマとドキュメンタリー 昭和天皇「拝謁記」
第９回 再現ドラマとドキュメンタリー 昭和天皇と開戦
第１０回 社会調査とドキュメンタリー
第１１回 戦時性暴力とドキュメンタリー① 満蒙開拓団の女たち
第１２回 戦時性暴力とドキュメンタリー② オランダ日系人女性
第１３回 メディアと戦争①
第１４回 メディアと戦争②
※授業のテーマは前後する可能性がある。

３.履修上の注意
この授業では、講義動画の視聴後、コメント・質問の提出を求め、出席と理解度の確認を行う。また質問に答える形でディスカ
ッションも行いたい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
コロナ禍、沖縄返還 50 年、憲法などに日常的に関心を持ち、実際のテレビ報道やドキュメンタリーを視聴してもらいたい。随
時、講義の中で触れていく。

５.教科書
なし

６.参考書
『武漢封城日記』
」郭晶 （潮出版）
『武漢日記』方方 （河出書房新社）
『日本国憲法誕生』塩田純 （NHK 出版）
『9 条誕生 平和国家はこうして生まれた』塩田純 （岩波書店）
『戦後 50 年 その時日本は 第 4 巻 沖縄返還 日米の密約』塩田純

７.成績評価の方法
平常点 30％、コメント 30％、期末レポート 40％

８.その他
特になし。
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（NHK 出版）

ジャーナリズム論Ⅱ

コーディネーター

大黒

2 単位

岳彦

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM351J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
本授業は実際に放送されたテレビドキュメンタリーを視聴し、プロデューサーとともにその取材・制作手法、取材対象の歴史、
課題などを考えていく。秋アジア諸国、とりわけ中国・朝鮮半島との関係、福島原発事故など現実に生起した事象をメディア
はどのように取材、記録しているのか。インタビュー、資料発掘の重要性、など様々な方法論を知る。同時に日中国交正常化、
在日コリアン、福島原発事故など論争的なテーマにメディアがどのように向き合ってきたのか、考えていく。
【到達目標】
テレビメディアが様々な方法論の模索を続けてきたことを理解し、メディアリテラシーを涵養することを目標とする。
同時に、日本と密接な関係を持つ中国・朝鮮半島の報道について、歴史的な視野から見つめることの重要性を認識する。
オーラルヒストリーとメディアについても学んでいく。

２.授業内容
第１回 日中関係を記録する①
第２回 日中関係を記録する②
第３回 日中関係を記録する③
第４回 日本と朝鮮半島を記録する①
第５回 日本と朝鮮半島を記録する②
第６回 日本と朝鮮半島を記録する③
第７回 在日コリアンから考える
第８回 北朝鮮と日本・帰国事業から考える
第９回 fukushima を撮る①
第１０回 fukushima を撮る②
第１１回 憲法誕生を聞く
第１２回 戦争体験を聞く
第１３回 オーラルヒストリーとメディア
第１４回 テレビの可能性 まとめ
※授業のテーマは前後する可能性がある。

３.履修上の注意
この授業では、講義動画の視聴後、コメント・質問の提出を求め、出席と理解度の確認を行う。また質問に答える形でディスカ
ッションも行いたい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
コロナ禍、日中関係・日韓、日朝関係など日常的に関心を持ち、ニュース・ドキュメンタリーを視聴してもらいたい。随時、講
義の中で触れていく。

５.教科書
なし

６.参考書
『9 条誕生 平和国家はこうして生まれた』塩田純 （岩波書店）
『尖閣諸島と日中外交 証言・日中米「秘密交渉」の真相』 塩田純

７.成績評価の方法
平常点 30％、コメント 30％、期末レポート 40％

８.その他
特になし。
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（講談社）

消費行動の心理学

脇本

竜太郎

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)PSY311J

１.授業の概要・到達目標
【概要】
本講義では，消費行動を社会的情報の処理とコミュニケーションという視点から考える。前半は主に説得や購買行動，中盤は
広告に関わる行動について論じる。後半はクチコミやイノベーションの普及といった事柄について扱う。
【到達目標】
（1）社会的情報の処理が消費行動にいかにかかわるかを説明できる
（2）社会的相互作用が消費行動に及ぼす影響を説明できる

２.授業内容
第１回：態度
第２回：購買の意思決定と情報処理
第３回：非計画購買とインストア・プロモーション
第４回：説得と態度変化
第５回：製品ライフサイクルと広告
第６回：広告の効果に影響する要因
第７回：自己と広告
第８回：物語広告
第９回：気分と主観的感覚の誤帰属の影響
第 10 回：情動と購買判断
第 11 回：セグメンテーションと広報
第 12 回：準拠集団の影響
第 13 回：クチコミの影響とクチコミ・マーケティング
第 14 回：製品の普及と講義の総括
＊講義内容及び進行順は受講者の関心や必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
毎回リアクションコメントの提出を求める。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習は特に必要としない。講義内容は日常生活に関わる内容が多い。そのため，学習した事項が身近な事象にどのように関わ
っているかを考える習慣を持つと，学びはより豊かなものになる。
講義内で心理学の研究を実施したり，オンラインで実施する研究への参加者を募ったりすることがある。
研究への参加は任意だが，報酬として成績への加点が伴うことがある。
研究に参加してその手続きを体験することは社会心理学研究の知見を批判的に検討するための重要な学びの機会となるので，
積極的に参加してほしい。

５.教科書
特に定めない。

６.参考書
講義中に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
リアクションコメントの提出

30% 定期試験

70％

８.その他
特になし。
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情報社会と安全Ａ

山崎

浩二

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SSS321J

１.授業の概要・到達目標
情報技術の進歩により我々の生活は便利で快適になる一方，これまでにはなかった様々な危険が新たに発生するようになっ
てきている。今後，さらに高度化していくであろう情報社会における危険性を十分に理解することは重要である。安全の対象
は幅広いが，本講義では主にコンピュータの技術面に関わる安全性を対象とし，これからの情報社会で必要とされる安全に対
する基本的な知識を獲得することを目的とする。

２.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

安全とは
安全を守るには
安全の技術
リスクコミュニケーション
事故の原因
ソフトウェアとバグ
ソフトウェア開発（１）
ソフトウェア開発（２）
マルウェア
サイバー攻撃（１）
サイバー攻撃（２）
暗号
電子メール
まとめ

３.履修上の注意
特になし。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Oh-o! Meiji 上の授業資料に事前に目を通しておくこと。復習として，授業資料を読み直し，不明な点は授業で質問すること。

５.教科書
使用なし。

６.参考書
使用なし。

７.成績評価の方法
平常点 40% レポート
基礎的知識，理解力

60% （定期試験は行わない）

８.その他
特になし。
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情報社会と安全Ｂ

和田

悟

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SSS321J

１.授業の概要・到達目標
近年の ICT 技術分野の著しい進展にともない、私たちの社会は様々な脅威にさらされている。その脅威について知っておくこ
とは、社会で活躍する上で必要不可欠である。インターネットの技術的な知識の整理を行いながら、情報セキュリティとプラ
イバシーの問題についての基本を理解したうえで、最近の脅威や課題について学ぶ。
この授業の到達目標は，オンライン上の情報源などを活用しながら，社会人として身につけておくべき，情報セキュリティや
プライバシーの知識の修得である。

２.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

イントロダクション・情報化の現状について
身近な脅威と対策（1）スマートフォンなどを中心に
情報社会の脆弱性（1）インフラへの脅威
情報社会の脆弱性（2）狙われる個人
情報セキュリティが問題となった事例
ネットの基礎知識（1）インターネットのプロトコル
ネットの基礎知識（2）電子メールとウェブ
ネットの基礎知識（3）その他
身近な脅威と対策（2）最新の脅威と対策
組織における情報セキュリティへの取り組みについて
映像資料を通じて学ぶプライバシー
個人情報とプライバシー，法制度について
最新動向とセキュリティ・プライバシー ビッグデータや IoT など
まとめ

３.履修上の注意
情報化に関わる事件や課題などは新聞・テレビなどメディアで取り上げられることも多い。授業でも紹介するが，各自常に関
心をはらっていて欲しい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
新しい項目に入る際には，取り上げる内容について紹介し，キーワードを示すので，それぞれどのようなものか，どのような
事件・事故が起きているかを調べておくようにしてほしい。
例年，過去の定期試験問題も公開している。授業のポイントの把握や，自分の理解度の確認に活用してほしい。

５.教科書
議論に必要な資料等は随時配布する。

６.参考書
猪俣敦夫『サイバーセキュリティ入門 私たちを取り巻く光と闇』共立出版，2016
山田恒夫・辰巳丈夫『情報のセキュリティと情報倫理』放送大学，2018 ほか

７.成績評価の方法
平常点 20%，期末試験 80%。

８.その他
特になし。
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情報と経済行動〔Ｍ〕

後藤

晶

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ECN316J

１.授業の概要・到達目標
授業の概要：
情報社会の発展に伴い，我々の日常生活は情報と切っても切り離せないものとなってきた。スマホ・タブレット・パソコン
は手放すことが困難であり，生活の中心を占めつつある。このような情報社会の進展の中で，我々の経済行動はどのように変
化しつつあるのであろうか。本講義では，行動経済学の観点を踏まえて「幸福と経済行動」
「社会的選好」
「時間選好」
「ビッグ
データ，AI と人間」
「情報の経済学」
「メカニズムデザイン」を取り上げる。
幸福や他者を考慮する社会的選好は人間の経済行動に影響を与える要因であり，これからの社会のキーとなるトピックであ
る。ソーシャルキャピタルにも触れながら，これらの要因が経済行動に与える影響について議論する。また，人間の生活には
「時間」という制約条件が与えられているが，この制約は人間の行動に大きな影響を与えている。さらにビッグデータ・AI 時
代における消費行動の推移，および情報社会を取り巻く監視と自由との関連から検討する。
情報の非対称性とは，ある情報を知っている人と知らない人がいることであり，経済行動に大きな影響を及ぼすことが明ら
かとなっている。この情報の非対称性が引き起こす社会における諸問題を考察する。メカニズムデザインとは，ある望ましい
状況の達成を目的とした制度設計のことであり，新たなメカニズムデザインの可能性について検討する。
本講義は「不確実性下の人間行動」の応用科目として位置づけられ，講義全体を通じて経済行動において「情報」が果たす役
割を学ぶことを目的とする。
到達目標：
1. 行動経済学の応用的な考え方を理解できる。
2. 情報と経済学およびメカニズムデザインの基本的な考え方を理解できる。
3. 行動経済学の考え方を踏まえて，自身の興味のある社会問題について多面的に考察することができる。

２.授業内容
［第１講］イントロダクション
［第２講］幸福と経済行動
［第３講］時間選好
［第４講］社会的選好①
［第５講］社会的選好②
［第６講］社会的選好③
［第７講］ビッグデータ，AI と人間①
［第８講］ビッグデータ，AI と人間②
［第９講］情報と経済学①
［第 10 講］情報と経済学②
［第 11 講］メカニズムデザイン①
［第 12 講］メカニズムデザイン②
［第 13 講］メカニズムデザイン③
［第 14 講］行動経済学を使う
※ただし，履修状況により変更することがある。
※すべての授業回を、メディア授業（オンデマンド型）により実施する。

３.履修上の注意
各自の生活や興味のあるテーマへの応用という観点から考えながら受講することを期待する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
適宜紹介する資料・文献を元に予習・復習をすること。

５.教科書
配布資料を用意する。

６.参考書
友野典男，2006，
『行動経済学 経済は「感情」で動いている』
，光文社新書
ダニエル・カーネマン（著）村井章子（訳）友野典男（監修）
，2014，
『ファスト&スロー』
（上下巻）
，早川書房
その他適宜紹介する

７.成績評価の方法
平常点 20％，知識確認テスト 40%，定期試験 40％
平常点：授業評価アンケート，その他授業中に行う調査等の回答状況などの授業への積極性を評価する。
知識確認テスト：知識確認のための簡単な課題を課す。
定期試験：学期末試験時に実施する。

８.その他
本講義の基礎となる「不確実性下の人間行動」を春学期に履修することが望ましい。
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情報と職業

栗山

健

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)INF341J

１.授業の概要・到達目標
高校で「情報」を教える人のための講座（教職課程の一部）です。
職業における情報との関わり及び情報処理産業の紹介を軸に，電子化情報の持つ特性および社会（ビジネス）における情報
の位置付けや役割などの理解を目指します。
企業と情報との関わりに興味を持つ人にも役立つと思います。
現在は「情報化社会」と呼ばれるように，あらゆる部門に情報が関与し社会（ビジネス環境）にも影響を与えています。情報
およびその扱いがビジネスの成否を左右するほどに重要な要素となっています。情報の活用を理解すると供に，情報技術と人
間社会とが互いに密接に関与している事を知ることはとても重要です。

２.授業内容
第１回：講座紹介，情報の価値，生活とコンピュータ
第２回：アナログとデジタル…情報の記号化/電子化，保存と伝達，光と色，音階
第３回：インターネットとビジネス…広告費
第４回：PC 解体，コンピュータの構成，ハード/ソフト，機械語
第５回：業務の ICT 化/改革…system/定型化，CRM/SCM
第６回：DX(デジタルトランスフォーメーション)人材
第７回：職業指導…高校生の就職，最低賃金，会社組織，雇用
第８回：問題解決手法…QC 活動，ハインリッヒの法則,工数，工程管理
第９回：知的財産権と情報倫理…特許，著作権，セキュリティ
第 10 回：ICT とマーケティング…経営戦略，法則性の誤解（相関/因果）
，分析，戦略
第 11 回：ソフトウェア/システム開発/流れ図…開発のプロセス，water fall/spiral/agile
第 12 回：情報処理産業…soft/contents
第 13 回：プロジェクトマネジメント
第 14 回：情報（処理）の歴史
ただし，学習環境および受講者の理解状況により，内容の微調整を行います。

３.履修上の注意
前提となる科目はありませんが，情報の基礎を履修済みであることが望ましい。
1，2 年における「情報社会系科目」を履修しているとより理解が深まります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
座学の講座ですが，PC の持参を勧めます。

５.教科書
授業の教材として必要に応じてプリント資料を配布します。

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
毎回のミニレポート：70％，最終レポート：30％
教職課程の対象講座であるため，教育実習はミニレポート提出と同等に扱います。

８.その他
特になし。
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人口論

金子

隆一

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ECN331J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
人口統計学は人口の増減を扱うものというより，むしろ人々のライフコース全般を定量的に捉えて分析するための統計分野
である。社会経済現象の基底には常に人口変動の働きがあり，とりわけ今日の日本は世界に先駆けて人口減少，少子高齢を基
調とした社会への歴史的転換期にある。したがって現代を把握し将来を見通すためには，ライフコース・人口・経済社会の連
動を正しく理解する必要がある。本講義では，人口構造・人口動態ならびに結婚，出生，死亡などのライフコース事象に関する
基礎概念，モデル，分析法の習得を通して人口問題の特性を学ぶ。
【到達目標】
基礎的な概念・知識ならびに分析方法を習得し，わが国社会が直面している人口問題の特性を理解し，今後の課題と対処に
明瞭な展望を得る。

２.授業内容
（１）序論（1）／⼈⼝減少・少子⾼齢化の動向と見通し
（２）序論（2）／⼈⼝減少・少子⾼齢化のもたらす課題と挑戦
（３）人口学の基礎概念／⼈⼝静態と動態，⼈⼝学的方程式
（４）人口の成長／人口増加率・モデル，人口減少の統計学
（５）⼈⼝構造（1）／基本構造，経済社会属性構造，構造形成
（６）⼈⼝構造（2）／行動要因と構造要因，人口モメンタム
（７）人口分析の方法（1）／標準化動態率，要因分解
（８）人口分析の方法（2）／ライフコースモデル，レキシス図，ピリオドとコーホート
（９）生命表（1）／ライフコースの確率モデル
（10）生命表（2）／生命表関数，生存確率，平均余命，人口再生産モデル
（11）死亡・寿命分析と長寿化／死亡・寿命・健康の要因・理論・動向と社会経済
（12）結婚・出生分析と少子化／結婚・出生・家族の要因・理論・動向と社会経済
（13）人口転換と近代化／人類史の中の人口，人口動態革命と人口転換理論
（14）人口と経済社会／人口潮流と 21 世紀社会，人類文明と持続可能性

３.履修上の注意
統計や数式など定量的題材を用いるが，人口・経済社会の本質的理解が主眼であり，必要な手法等は講義で解説し，習得す
る。予めのスキルより，関心の強さが重要である。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
配布資料，参考図書などにより，講義内容を復習し，ポイントを理解すること。

５.教科書
指定しない。配付する資料を教科書とする。

６.参考書
金子隆一ほか『新時代からの挑戦状―未知の少親多死社会をどう生きるか』
，厚生労働統計協会，2018 年
河野稠果『人口学への招待』
，中公新書，2007 年
森田朗（監修）
『日本の人口動向とこれからの社会』東京大学出版会，2017 年

７.成績評価の方法
出席（30％）
，期末試験（70％）

８.その他
特になし。
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身体表現論

波照間

永子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)CUL341J

１.授業の概要・到達目標
授業の概要
「芸術」表現には，さまざまなメディアがもちいられる。映像，身体，言語・・・といった多様なメディアが，単一に，ある
いは複合的に構成され，個々の芸術ジャンルを形成している。
本授業では，これらの諸芸術ジャンルの表現特性を概説した後，総合芸術の代表的なジャンルといわれる「舞踊（ダンス）
」
に焦点を絞り，具体的事例を丹念に解説しながら「現場」と「理論」の接点を探求する。
到達目標
１ 身体表現の社会文化的特性を理解する。
２ 様々な創作方法を学び，自身の表現力と創造力を高める。

２.授業内容
第１回 イントロダクション（授業の目的・計画・評価の方法）
第２回 ダンス作品の構造：音と身体のコラボレーション①バレエ
第３回 ダンス作品の構造：音と身体のコラボレーション②モダンダンス
第４回 ダンス作品の構造：音と身体のコラボレーション③モダンダンス
第５回 ダンス作品の構造：音と身体のコラボレーション④ポストモダンダンス
第６回 バレエ・モダンダンス実習
第７回 日本舞踊の表現と創作法・実習
第８回 琉球舞踊の表現と創作法・実習
第９回 芸術療法：音楽療法と舞踊療法を中心に
第 10 回 身体技法の記録：ダンスノーテーション・記録法実習
第 11 回 身体技法研究の課題:無形文化遺産の保存とテクノロジー
第 12 回 身体技法の伝播と変容：よさこい系まつり・沖縄エイサー
第 13 回 身体技法の伝播と変容：Bon Dance
第 14 回 教場レポート
上記の授業計画は，受講生の理解度や関心に応じて多少変更することもある。

３.履修上の注意
毎回の授業時に，小レポート（５行～10 行程度）を課し，受講生の理解度や問題意識を確認する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業の内容に即し，課題を提示してレポートを執筆してもらう。

５.教科書
授業時に必要な資料を配布する。

６.参考書
授業時に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
第 14 回の授業時に実施する教場レポート
（共通論述問題：45％，選択問題<小論文もしくは，作品とコンセプト>：45％）
毎回の授業時に実施する小レポート（授業の内容の理解度を問う課題：10％）

８.その他
特になし。
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人文地理学〔Ｍ〕

南後

由和

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)GEO316J

１.授業の概要・到達目標
地図とは，地球表面上の自然および人文現象を認識，伝達，共有するメディアである。地図という空間化された表象は，私た
ちの生活世界をめぐる知覚，思考，行為と密接な関係にある。
本授業では，人文地理学や都市地理学・都市社会地理学の学説史を踏まえたうえで，主に都市のイメージや生活世界を記述
する地図表現のこれまでとこれからを扱う。そのことを通して，地図というメディアの仕組みを柔軟に理解するとともに，都
市の文化を多様な視点から把握する地理学的想像力を養う。

２.授業内容
第１回 イントロダクション 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第２回 地図とは何か：地図の歴史 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第３回 地図の発展と地図製作者 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第４回 映像にみる地理学的想像力（１）
：スケール 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第５回 主題図とその応用 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第６回 行動地理学，時間地理学，メンタルマップ 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第７回 ノーテーション，ダイアグラム：経験の記述 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第８回 インフォグラフィックスと地図 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第９回 アーティストによる地図表現 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第 10 回 情報化による地図の変容（１）
：デジタル地図の特性 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第 11 回 情報化による地図の変容（２）
：ICT×地図 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第 12 回 映像にみる地理学的想像力（２）
：都市とソーシャルメディア 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第 13 回 東京湾岸の地理とイメージ 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第 14 回 総括：地図にみる地理学的想像力 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
この授業はメディア授業科目として開講される。授業はすべて，講義動画を Oh-o! Meiji を通じて配信するオンデマンド型
で行う。
講義動画は原則，毎週水曜の授業開始前までに Oh-o! Meiji を通じて配信し，講義動画は当該学期中の視聴を可能とする。
なお，毎回の講義動画に対して，リアクション・ペーパーの提出を求め，出席確認および理解度確認を行うとともに成績評価
に反映させる。
Oh-o! Meiji を通じて，毎週のリアクション・ペーパーや教員からのフィードバックの内容の一部を匿名で公開し，他の履修
者の意見や考察を共有する。
教員への連絡窓口として，教員メールアドレスを履修者に通知する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業のレジュメで紹介する参考文献にも目を通すことが望ましい。

５.教科書
特に指定しません。

６.参考書
『10＋1』No.3，
「特集 ノーテーション／カルトグラフィ」INAX 出版，1995 年
ジョン・ノーブル・ウィルフォード『改訂増補 地図を作った人びと』鈴木主税訳，河出書房新社，2001 年
加藤政洋・大城直樹編著『都市空間の地理学』ミネルヴァ書房，2006 年
ケヴィン・リンチ『都市のイメージ 新装版』丹下健三・富田玲子訳，岩波書店，2007 年
若林幹夫『増補 地図の想像力』河出書房新社，2009 年
藤井正・神谷浩夫編『よくわかる都市地理学』ミネルヴァ書房，2014 年
永原康史『インフォグラフィ

７.成績評価の方法
リアクション・ペーパー35％，レポート 65％
※対面形式での試験は行わない。

８.その他
特になし。
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生命思想史Ⅰ〔Ｍ〕

岩渕

輝

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)PHL356J

１.授業の概要・到達目標
「生命とは何か」という考え方が，歴史的にどう移り変わってきたかを科学史・哲学史の立場から概観する。古代ギリシアで
は，生命現象を考察する際に生命原理を表す＜プシュケー（魂）＞という概念が用いられていた。古代ギリシアのプラトンや
アリストテレスのプシュケー概念は中世やルネッサンス期の神秘思想に受け継がれるが，やがて近代の科学者たちにより否定
されて行く。生命の研究は，古代や中世では主として哲学者たちの思索によってなされていたのに対し，近現代では多くの場
合，自然科学者たちの実験的研究によってなされるようになり，その結果，生命現象に関する私たちの知識や技術は飛躍的に
増大した。しかし，注意しなければならないのは，近現代の知識や技術が古い時代の考え方よりも，何から何まで優れている
わけではない，ということである。生命と心を別のものと捉えるようになり，また，科学が哲学や世界観とは無関係に推進さ
れるようになった近代以降，私たちが失ったものも多いのである。
『生命思想史Ⅰ』の目的は，古代から近代の入り口に至る生命思想の歴史を学ぶことにより，現代に失われた考え方を知り，
生命について深く考えてもらうことにある。

２.授業内容
各回のテーマは次の通りである。
第１回：イントロダクション〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第２回：オルフェウス教の死生観〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第３回：聖書の中の生命関連概念〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第４回：ピュタゴラス学派の思想〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第５回：ソクラテスとプラトン〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第６回：アリストテレスの＜プシュケー＞〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第７回：古代エジプトの死生観〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第８回：新プラトン主義の生命思想〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第９回：ガレノスの医学と＜プネウマ＞〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 10 回：キリスト教教義に関する出来事〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 11 回：ユダヤ教神秘思想の生命観〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 12 回：キリスト教異端派の生命観〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 13 回：ルネッサンスの幕開け〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 14 回：ａのみ：まとめ〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
* 講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
この科目はメディア授業科目である。授業は全て授業動画を Oh-o! Meiji システムを通じて配信するオンデマンド型で行な
う。各回の授業動画は原則として，その回の授業がある曜日の午前 9 時までに配信する。いったん配信された全ての授業動画
は原則として，当該学期中は視聴可能な状態にしておくので繰り返し復習できる。ただし基本的に，テスト期間には視聴でき
ない状態にする。出席はとらないが授業動画の視聴記録で出席状況を確認する。また，Oh-o! Meiji のディスカッション機能を
利用して学生の人同士の意見交換の場を設ける。履修者には教員への質問窓口として専用メールアドレスを通知する。
哲学・科学・世界史に興味のあることが望ましい。
春学期『生命思想史Ⅰ』と秋学期『生命思想史Ⅱ』は，できるだけ両方履修することが望ましい。
ちなみに，
『生命思想史Ⅱ』を履修するためには，
『生命思想史Ⅰ』を履修中または修得済みであることが必要である。注意さ
れたい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎時間，前回の講義内容をしっかり復習した上で授業に臨むこと。

５.教科書
とくに定めない。

６.参考書
とくに定めない。

７.成績評価の方法
学期末テスト全 1 回分を 60%，授業期間中の小テスト（全 2 回前後を予定）の点数の総計を 40%の比率で評価する。
学期末テストも小テストも Oh-o! Meiji の「小テスト機能」にて実施する。
「小テスト」は，いわゆるテスト形式ではなくレポート形式にて実施する可能性もある。学期末テスト時には授業動画を視
聴できない状態にする予定である。
※対面形式での試験は行なわない。

８.その他
本科目は和泉科目『生命論Ａ・Ｂ』
（『生命論Ⅰ・Ⅱ』
）の姉妹科目である。
『生命論Ａ・Ｂ』が生命科学・社会科学に関する題
材を中心に扱ったのに対し，本科目では主に哲学・思想および「科学と宗教」に関連した題材を取り上げる。
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生命思想史Ⅱ〔Ｍ〕

岩渕

輝

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)PHL356J

１.授業の概要・到達目標
「生命とは何か」という考え方が，歴史的にどう移り変わってきたかを科学史・哲学史の立場から概観する。古代ギリシアで
は，生命現象を考察する際に生命原理を表す＜プシュケー（魂）＞という概念が用いられていた。古代ギリシアのプラトンや
アリストテレスのプシュケー概念は中世やルネッサンス期の神秘思想に受け継がれるが，やがて近代の科学者たちにより否定
されて行く。生命の研究は，古代や中世では主として哲学者たちの思索によってなされていたのに対し，近現代では多くの場
合，自然科学者たちの実験的研究によってなされるようになり，その結果，生命現象に関する私たちの知識や技術は飛躍的に
増大した。しかし，注意しなければならないのは，近現代の知識や技術が古い時代の考え方よりも，何から何まで優れている
わけではない，ということである。生命と心を別のものと捉えるようになり，また，科学が哲学や世界観とは無関係に推進さ
れるようになった近代以降，私たちが失ったものも多いのである。
『生命思想史Ⅱ』の目的は，近代以降の生命思想の歴史を学ぶことにより，現代に失われた考え方を知り，生命について深く
考えてもらうことにある。

２.授業内容
各回のテーマは次の通りである。
第１回：イントロダクション〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第２回：古代と中世の復習〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第３回：ルネッサンスの生命思想〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第４回：パラケルススと錬金術〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第５回：科学革命とケプラーの生命観〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第６回：薔薇十字思想と魔女狩り〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第７回：デカルトの生命観〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第８回：近代のプラトン主義とニュートン〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第９回：スピノザ・カント・ゲーテ〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 10 回：ヘルムホルツとヘルムホルツ学派〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 11 回：フェヒナーの生命思想〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 12 回：ダーウィンの進化論〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 13 回：ナチスの優生思想〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 14 回：ａのみ：まとめ〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
* 講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
この科目はメディア授業科目である。授業は全て授業動画を Oh-o! Meiji システムを通じて配信するオンデマンド型で行な
う。各回の授業動画は原則として，その回の授業がある曜日の午前 9 時までに配信する。いったん配信された全ての授業動画
は原則として，当該学期中は視聴可能な状態にしておくので繰り返し復習できる。ただし基本的に，テスト期間には視聴でき
ない状態にする。出席はとらないが授業動画の視聴記録で出席状況を確認する。また，Oh-o! Meiji のディスカッション機能を
利用して学生の人同士の意見交換の場を設ける。履修者には教員への質問窓口として専用メールアドレスを通知する。
哲学・科学・世界史に興味のあることが望ましい。
春学期『生命思想史Ⅰ』と秋学期『生命思想史Ⅱ』は，できるだけ両方履修することが望ましい。
ちなみに，
『生命思想史Ⅱ』を履修するためには，
『生命思想史Ⅰ』を履修中または修得済みであることが必要である。注意さ
れたい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎時間，前回の講義内容をしっかり復習した上で授業に臨むこと。

５.教科書
とくに定めない。

６.参考書
『生命（ゼーレ）の哲学 ―知の巨人フェヒナーの数奇なる生涯―』岩渕輝。春秋社，2014 年。

７.成績評価の方法
学期末テスト全 1 回分を 60%，授業期間中の小テスト（全 2 回前後を予定）の点数の総計を 40%の比率で評価する。
学期末テストも小テストも Oh-o! Meiji の「小テスト機能」にて実施する。
「小テスト」は，いわゆるテスト形式ではなくレポート形式にて実施する可能性もある。学期末テスト時には授業動画を視
聴できない状態にする予定である。
※対面形式での試験は行なわない。

８.その他
本科目は和泉科目『生命論Ａ・Ｂ』
（『生命論Ⅰ・Ⅱ』
）の姉妹科目である。
『生命論Ａ・Ｂ』が生命科学・社会科学に関する題
材を中心に扱ったのに対し，本科目は主に哲学・思想および「科学と宗教」に関連した題材を取り上げる。
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組織コミュニケーションＡ

山口

生史

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM321J

１.授業の概要・到達目標
組織が効率よく機能し，生産性を高めるためには，組織メンバー一人ひとりの適切な行動やメンバー間の効果的な相互作用が
必要です。組織コミュニケーション A では，組織メンバーの組織行動と組織目標を達成するためのメンバー間の相互作用に焦
点をあて，組織内対人コミュニケーションについて理解することを目指します。具体的には，動機づけやリーダーシップを効
果的に発揮するのためのコミュニケーション，リーダーの影響戦術（influence tactics）のコミュニケーション, ダイバーシ
ティ（多様性）マネジメント（コンフリクト［対立］マネジメントを含む）とコミュニケーション，組織公正とコミュニケーシ
ョン, メンタルヘルスとコミュニケーション，ソーシャルサポートとしてのコミュニケーションなど，組織行動学のテーマと
組織メンバー間のコミュニケーションの関係について講義する予定です。対面授業では，印刷教材，事例，データなどを駆使
し, オンライン授業ではスライド動画教材を使い，上記テーマの理論と実際の状況に関して受講者の理解を促します。いくつ
かの対面授業では、グループディスカッションを行うことも予定しています。組織メンバー間の対人コミュニケーションがメ
ンバーの態度や組織行動にいかに影響を与えるかが主要なテーマであり，それを理解することが到達目標です。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
[1]授業の進め方
１． 授業は、クォーター制であり、7 週間完結型授業です。1 週間に 2 回の授業となり、同週の 1 回目は対面、2 回目は次の
対面授業まで のオンデマンドオンライン授業となります。第 1 回から 13 回目までの奇数回が教室での対面授業であり、
第 2 回から第 14 回（第 14 回目は、50 分）までの偶数回はオンデマンドオンライン授業です。
２． 3 回目以降の対面授業では、その前の回に視聴したオンライン資料の内容に基づいて Quiz（小テスト）を行います。
３． オンライン授業では、課題が提示されています。それを 500 字前後で書いて対面授業日までに Oh-o!Meiji で提出をして
ください。
４． 対面授業では、Quiz を行った後、解説（講義）を行います。また、グループディスカッションを行う場合もあります。
５． 下記に、スケジュールと各回の授業内容を提示します。以下の予定は、諸般の事情により，多少変更になる可能性があり
ます。
[2]コース・スケジュール
第１回（対面 1）: (a）組織コミュニケーション学とは;
(b）組織コミュニケーション学の発展の経緯
第２回（オンライン 1）: リーダーシップの理論（特性理論，行動理論，コンティンジェンシー理論、LMX 理論，変革型リーダ
ーシップ理論）と組織コミュニケーション
第３回（対面 2）: 第 2 回授業に関する Quiz、解説 and/or グループディスカッション
第４回（オンライン 2）: （a）リーダーの影響戦術とコミュニケーション戦術; (b)動機づけの内容理論と組織コミュニケー
ション
第５回（対面 3）
： 第４回授業に関する Quiz、解説 and/or グループディスカッション
第６回（オンライン 3）: 動機づけのプロセス理論と内発的動機づけ理論と組織コミュニケーション
第７回 (対面 4）
：第６回授業に関する Quiz、解説 and/or グループディスカッション
第８回（オンライン 4）: ダイバーシティマネジメントとコミュニケーション：コンフリクトマネジメントの交渉コミュニケー
ションとファシリテーション
第９回 (対面 5）
：第 8 回授業に関する Quiz、解説 and/or グループディスカッション
第 10 回（オンライン 5）: 納得性を高めるためのコミュニケ―ション： 組織公正とコミュニケーション
第 11 回（対面 6）
：第 10 回授業に関する Quiz、解説 and/or グループディスカッション
第 12 回（オンライン 6）: メンタルヘルスとコミュニケーション: ソーシャルサポート
第 13 回（対面 7）
：第 12 回授業に関する Quiz、解説 and/or グループディスカッション
第 14 回（オンライン 6.5）: まとめ

３.履修上の注意
出席が十分でなければ評価の対象になりません。オンライン授業における出席とは課題提出の有無で判断します

４.準備学習（予習・復習等）の内容
１．
２．

対面授業（1 回目を除く）では、毎回、その前に視聴してくるオンライン授業内容に関する Quiz と解説あるいはグルー
プディスカッションを行うので、必ずオンライン授業の内容を理解してから対面の授業に来ることが必要です。
オンライン授業では、課題が提示されます。それを横書き 500 字前後で書いて、指定日時までに提出をすることが必要
です（遅れての提出は不可です）

５.教科書
特にしてせず、資料（パワーポイント資料含む）を配布・配信します

６.参考書
山口生史・匠英一[監修]・日本ビジネス心理学会[編] (2013)『ビジネス心理２：マネジメント心理編』(中央経済社）
S.P.ロビンズ（高木晴夫監訳）
『新版・組織行動のマネジメント』
（邦訳 2009，ダイヤモンド社）
山口生史編著『成果主義を活かす自己管理型チーム：人の視点とプロセス重視のマネジメント』
（2005，生産性出版）
日本コミュニケーション学会（編）
『現代日本のコミュニケーション研究：日本コミュニケーション学の足跡と展望』(2011, 三
修者）の第 II 部
その他，適宜紹介

７.成績評価の方法
出席が十分であれば以下の通りに評価します。出席が十分でなければ評価の対象になりません。オンライン授業における出席
とは課題提出の有無で判断しますが、そのうえで課題の内容が評価されます。
（１）対面授業時の Quiz：50％
（２）オンライン課題：50％

８.その他
このクラスでは，企業をはじめ，行政機関，教育機関，NPO/NGO などのさまざまな組織を想定した対人コミュニケーションと組
織行動について講義をします。
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組織コミュニケーションＢ

山口

生史

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM321J

１.授業の概要・到達目標
組織コミュニケーション B では「マクロ的」視点から組織コミュニケーションのテーマに焦点を当て，以下の理解を到達目
標とします：フォーマルコミュニケーションとインフォーマルコミュニケーションの相互補完関係; 組織内コミュニケーショ
ンの健全性の診断の方法と有効性（コミュニケーション・オーディット）; 組織のコミュニケーション状態が組織成員の組織
行動や組織パフォーマンスに与える影響; 組織メンバーの組織におけるコミュニケーション・ネットワークの把握とそれが組
織の資本（組織ソーシャル・キャピタル）を生み出すプロセス; 組織文化の形成とコミュニケーションの関係 (コミュニケー
ション風土を含む);異文化マネジメントのための異文化コミュニケーション。このように、マクロ的視点からの組織コミュニ
ケーション学を授業のテーマとします。コミュニケーション・オーディットの講義では，組織コミュニケーション問題とそれ
が引き起こしうる組織不祥事・事故との関係も検討します。対面授業では，印刷教材，事例，データなどを利用して，オンライ
ンクラスでは、スライド動画を利用して、上記テーマの理論と組織における実際の状況に関して，受講者の理解を促します。
いくつかの対面授業では、グループディスカッションを行うことも予定しています。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
[1]授業の進め方
１． 授業は、クォーター制であり、7 週間完結型授業です。1 週間に 2 回の授業となり、同週の 1 回目は対面、2 回目は次の
対面授業までのオンデマンドオンライン授業となります。第 1 回から 13 回目までの奇数回が教室での対面授業であり、
第 2 回から第 14 回（第 14 回目は、50 分）までの偶数回はオンデマンドオンライン授業です。
２． 3 回目以降の対面授業では、その前の回に視聴したオンライン資料の内容に基づいて、授業の初めに Quiz（小テスト）
を行います。
３． オンライン授業では、課題が提示されています。それを 500 字前後で書いて対面授業の指定日時までに Oh-o! Meiji で
提出をしてください。
４． 対面授業では、Quiz を行った後、解説（講義）を行います。また、グループディスカッションを行う場合もあります。
５． 下記に、スケジュールと各回の授業内容を提示します。以下の予定は、諸般の事情により，多少変更になる可能性があり
ます。
[2]コース・スケジュール
第１回（対面 1）: 講義のテーマ紹介と概要
第２回（オンライン 1）: 組織構造とフォーマルコミュニケーションおよびインフォーマルコミュニケーション
第３回（対面 2）: 第 2 回授業に関する Quiz、解説 and/or グループディスカッション
第４回（オンライン 2）: コミュニケーション・オーディット*（１）
：概念の紹介
第 5 回（対面 3）
： 第４回授業に関する Quiz、解説 and/or グループディスカッション
第６回（オンライン 3）: コミュニケーション・オーディット（２）
：量的研究と質的研究
第７回 (対面 4）
：第６回授業に関する Quiz、解説 and/or グループディスカッション
第 8 回（オンライン 4）:ネットワーク分析と構造的・関係的ソーシャル・キャピタル
第 9 回 (対面 5）
：第 8 回授業に関する Quiz、解説 and/or グループディスカッション
第 10 回（オンライン 5）: 組織内ソーシャル・キャピタル創出・発展のための戦略
第 11 回（対面 6）
：第 10 回授業に関する Quiz、解説 and/or グループディスカッション
第 12 回（オンライン 6）: 組織文化とコミュニケーション・クライメット；
異文化経営のための異文化間コミュニケーション
第 13 回（対面 7）
： 第 1２回授業に関する Quiz、解説 and/or グループディスカッション
第 14 回（オンライン 6.5）: まとめ
*コミュニケーション・オーディット＝組織のコミュニケーション状況を把握するための研究およびその診断とアドバイスをす
るための手法・分析ツール

３.履修上の注意
出席が十分でなければ評価の対象になりません。オンライン授業における出席とは課題提出の有無で判断します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
1 対面授業（1 回目を除く）では、毎回、その前に視聴してくるオンライン授業内容に関する Quiz と解説あるいはグループデ
ィスカッション行うので、必ずオンライン授業の内容を理解してから対面の授業に来ることが必要です。
2 オンライン授業では、課題が提示されます。それを横書き 500 字前後で書いて、指定日時までに提出をすることが必要です
（遅れての提出は不可です）

５.教科書
特にしてせず、資料（パワーポイント資料含む）を配布・配信します

６.参考書
（１）C.W.ダウン（太田正孝監訳）
『コミュニケーション・オーディット』
（邦訳 1999，CAP 出版）
（２）ウェイン・ベーカー（中島豊訳）
『ソーシャル・キャピタル』
（邦訳，2001，ダイヤモンド社）
（３）安田雪『ネットワーク分析』
（1997，新曜社）
）
（４）R.F.ダフト（高木晴夫監訳）
『組織の経営学』
（邦訳，2002，ダイヤモンド社）
（５）桑田耕太郎・田尾雅夫 『組織論』
，補訂版（2010，有斐閣）
その他，クラスにて適宜紹介します。
*（１）の文献は，絶版になりましたが，図書館に所蔵

７.成績評価の方法
出席が十分であれば以下の通りに評価します。オンライン授業における出席とは課題提出の有無で判断しますが、そのうえで
課題の内容が評価されます。
（１）対面授業時の Quiz：50％
（２）オンライン課題：50％

８.その他
このクラスでは，企業をはじめ，行政機関，教育機関，NPO/NGO などのさまざまな組織を想定した対人コミュニケーションと組
織行動について講義をします。
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談話コミュニケーションⅠ

坂本

祐太

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM311J

１.授業の概要・到達目標
「談話」とは，例えば会話など文より大きい単位で，あるまとまりをもって展開した文の集合を意味します。我々がことばを
用いてコミュニケーションをとる際には，通例複数の文がまとまって使われますが，そこには普段我々が意識することのない
規則性が存在しています。
「談話コミュニケーションⅠ」では，談話を作り上げる際に前提となる我々の「文を作るための知識
（文法・統語論）
」及び「文の意味を解釈するための知識（意味論）
」がどのようなものであるか概観します。また,「子どもが
どのように（文を作り出すための）母語の知識を獲得するのか」という問いに対して「ヒトには遺伝により生まれつき母語獲
得のための仕組み（普遍文法）が与えられえている」と仮定する生成文法理論及びその文法モデルを概観します。
＜到達目標＞
・言語学の文法の仕組みを扱う分野（統語論）と意味を扱う分野（意味論）の基本的な用語及び概念を理解する。
・文が持つ階層構造の重要性を理解し，階層構造に基づいて基本的な言語データを分析できるようになる。
・生成文法理論及びその文法モデルを理解する。

２.授業内容
第１回：a のみ：イントロダクション
第２回：生成文法理論の概要（言語の知識と母語獲得の仕組み）
第３回：統語範疇（品詞・語と句）
第４回：構成素（意味上のまとまり・置き換え・移動・等位接続）
第５回：句構造規則<1>（句と文を作り出す仕組み）
第６回：句構造規則<2>（句と文を作り出す仕組み）
第７回：X バー理論<1>（普遍的な句構造の仕組み）
第８回：X バー理論<2>（普遍的な句構造の仕組み）
第９回：意味役割（述語の選択制限）
第 10 回：束縛理論（名詞句の分布）
第 11 回：変形規則<1>（主語・助動詞倒置）
第 12 回：変形規則<2>（wh 移動）
第 13 回：変形規則<3>（名詞句移動）
第 14 回：変形規則<4>（繰り上げ構文とコントロール構文）
※ 授業の進度・内容は必要に応じて適宜調整されます。

３.履修上の注意
毎回授業後にリアクションペーパーを提出していただきます。秋学期開講の「談話コミュニケーションⅡ」を履修する場合，
「談話コミュニケーションⅠ」の履修が要件となるので気をつけてください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業でとったノートや配られるプリントをもとに，授業外で復習を行ってください。

５.教科書
教科書は使用せず，教員が作成した資料を使います。

６.参考書
『生成文法』渡辺明著（東京大学出版会）
『生成文法の基礎ー原理とパラミターのアプローチ』中村捷，菊池朗，金子義明著（研究社）

７.成績評価の方法
課題（15% × 3 = 45%）
，授業への取り組み（55%）
※ 内容理解の確認のために，およそ 5 回の授業に 1 回の割合で授業内容に基づく練習問題を出します。問題への答案の提出
が，成績評価の方法の「課題」に該当します。

８.その他
1・2 年次に「言語学」の授業を履修していることが望ましいですが，履修していない方にも分かるような講義を心がけます。
公欠やその他の事情による欠席は，事前相談のものだけ考慮します。
「ことば」に興味のある方は，文学部開講の「社会言語学」
「語用論」
「音韻論・形態論」
「心理言語学」及び「英語学研究 A/B
（石井透先生担当：統語論）
」を併せて履修すると理解が深まります。
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談話コミュニケーションⅡ

坂本

祐太

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM311J

１.授業の概要・到達目標
「談話」とは，例えば会話など文より大きい単位で，あるまとまりをもって展開した文の集合を意味します。我々がことばを
用いてコミュニケーションをとる際には，通例複数の文がまとまって使われますが，そこには普段我々が意識することのない
規則性が存在しています。
「談話コミュニケーションⅡ」では，談話と関連の強い言語学の下位分野である語用論や社会言語学
の諸相を軸に，ことばが実際の場面でどのような意味を持ち，どのような働きをしているのか，具体的な事例（電話・広告・漫
画・アニメ・ウェブサイト・雑誌・報道記事など）を取り上げながら考えます。
＜到達目標＞
・語用論と社会言語学の基本的な用語及び概念を理解する。
・談話分析の方法論を理解し，基本的な談話を分析できるようになる。
・自らが他者とコミュニケーションを取る際に，授業で得た知識を活かすことができるようになる。

２.授業内容
第１回：a のみ：イントロダクション
第２回：発話行為（発話の機能）
第３回：協調の原理（会話のルール）
第４回：関連性理論<1>（発話の解釈）
第５回：関連性理論<2>（発話の解釈）
第６回：ポライトネス理論<1>（話し相手への配慮）
第７回：ポライトネス理論<2>（話し相手への配慮）
第８回：ポライトネス理論<3>（ことばとジェンダー）
第９回：非言語コミュニケーション（接近・視線・頭の動き）
第 10 回：会話分析・談話分析<1>（概要と方法）
第 11 回：会話分析・談話分析<2>（電話・世代差・男女差）
第 12 回：会話分析・談話分析<3>（広告・小説・漫画・アニメ）
第 13 回：批判的談話分析<1>（談話に隠された思惑：ウェブサイト・雑誌）
第 14 回：批判的談話分析<2>（談話に隠された思惑：報道記事）
※ 授業の進度・内容は必要に応じて適宜調整されます。

３.履修上の注意
毎回授業後にリアクションペーパーを提出していただきます。
「談話コミュニケーションⅡ」を履修する場合，春学期開講の「談
話コミュニケーションⅠ」の履修が要件となるので気をつけてください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業でとったノートや配られるプリントをもとに，授業外で復習を行ってください。また，講義内で適宜レポートの主題にな
りうるトピックを提示するので，興味のあるトピックに関しては, レポート執筆に向けて適宜調べたり考えたりしておくこと。

５.教科書
教科書は使用せず，教員が作成した資料を使います。

６.参考書
『ディスコースー談話の織りなす世界』橋内武著（くろしお出版）
『談話分析の可能性ー理論・方法・日本語の表現性』泉子・K・メイナード（くろしお出版）

７.成績評価の方法
レポート（50%）
，授業への取り組み（50%）

８.その他
1・2 年次に「言語学」の授業を履修していることが望ましいですが，履修していない方にも分かるような講義を心がけます。
公欠やその他の事情による欠席は，事前相談のものだけ考慮します。
「ことば」に興味のある方は，文学部開講の「社会言語学」
「語用論」
「音韻論・形態論」
「心理言語学」及び「英語学研究 A/B
（石井透先生担当：統語論）
」を併せて履修すると理解が深まります。
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都市情報論〔Ｍ〕

南後

由和

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ARC346J

１.授業の概要・到達目標
都市・建築とは，私たちの日常的な生活の場であり，文化・芸術・政治・経済などの営みが重層的に展開される場でもある。
都市・建築の経験は空間それ自体と同時に，種々のメディアによっても，共時的かつ通時的に媒介されている。本授業では，社
会学的都市論をベースにしつつ，建築，写真，映画，新聞，雑誌，モバイル・メディア，ソーシャル・メディアなどの題材を領
域横断的に扱っていく。
20 世紀後半から現代に至るまでの都市・建築論を通して，空間と社会の関係を考察しながら，都市・建築をめぐる経験を社
会学的観点から読み解き，記述していく手つきを学ぶ。そして，都市・建築の表層にとらわれず，それらの背後にある諸問題を
認識し，多角的に考える実践感覚を養う。

２.授業内容
第１回 イントロダクション 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第２回 アンリ・ルフェーヴルとシチュアシオニストの都市・空間論 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第３回 都市の読み取りと書き替え（１）
：グラフィティの歴史 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第４回 都市の読み取りと書き替え（２）
：グラフィティの現在 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第５回 建築家によるフィールドワーク：路上の観察 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第６回 メディアと建築／メディアとしての建築 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第７回 都市の記憶：広島とニューヨーク 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第８回 ノスタルジーと消費空間：大阪万博 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第９回 デザイナーズ・マンションの過去・現在・未来 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第 10 回 都市のひとり空間 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第 11 回 都市の群衆空間：渋谷スクランブル交差点 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第 12 回 商業施設と空間・情報（１）
：ショッピング・モールの歴史 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第 13 回 商業施設と空間・情報（２）
：ショッピング・モールの現在 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
第 14 回 総括 〔メディア授業(オンデマンド型)〕
＊授業内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
この授業はメディア授業科目として開講される。授業はすべて，講義動画を Oh-o! Meiji を通じて配信するオンデマンド型
で行う。
講義動画は，原則毎週水曜の授業開始前までに Oh-o! Meiji を通じて配信し，講義動画は当該学期中の視聴を可能とする。
なお，毎回の講義動画に対して，リアクション・ペーパーの提出を求め，出席確認および理解度確認を行うとともに成績評価
に反映させる。
Oh-o! Meiji を通じて，毎週のリアクション・ペーパーや教員からのフィードバックの内容の一部を匿名で公開し，他の履修
者の意見や考察を共有する。
教員への連絡窓口として，教員メールアドレスを履修者に通知する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業のレジュメで紹介する参考文献にも目を通すことが望ましい。

５.教科書
指定しません。

６.参考書
加藤政洋・大城直樹編著『都市空間の地理学』ミネルヴァ書房，2006 年
吉見俊哉・北田暁大編『路上のエスノグラフィ』せりか書房，2007 年
アンリ・ルフェーヴル『都市への権利』森本和夫訳，ちくま学芸文庫，2011 年
若林幹夫編著『モール化する都市と社会』NTT 出版，2013 年
三浦展・藤村龍至・南後由和『商業空間は何の夢を見たか』平凡社，2016 年
南後由和『ひとり空間の都市論』ちくま新書，2018 年

７.成績評価の方法
リアクション・ペーパー35％，レポート 65％
※対面形式での試験は行わない。

８.その他
特になし。
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人間性心理学

田中

彰吾

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)PSY331J

１.授業の概要・到達目標
人間性心理学はもともと「心理学の第三勢力」として始まった学派です。第一勢力の精神分析では無意識が，第二勢力であ
る行動主義では条件付けが，ひとの心を理解する鍵でした。これに対して，人間性心理学は，自己実現，創造性，自由，主体的
決断など，肯定的な側面からひとを理解しようとする点に特徴があります。この授業では，次の順番に沿って，人間性心理学
を体系的に紹介します。（1）精神分析と行動主義の考え方を踏まえ，人間性心理学が登場した歴史的な背景を理解する。（2）
研究の具体的な成果として，Ａ・マズロー，Ｃ・ロジャーズ，Ｅ・フロムらの議論を紹介する。
（3）実存，自由，自己，身体な
ど，人間性心理学にとって重要なテーマを掘り下げる。（4）研究を支える方法論として，現象学と質的研究について取り上げ
る。本科目の履修を通じて，心理学的知識に基づいて生き方の問題に主体的に取り組む態度を養ってください。

２.授業内容
01．イントロダクション：人間性心理学の概要と単位の取り方の説明
02．行動主義の心理学：条件付けと学習によって行動を理解する
03．精神分析による心の見方：無意識の観点から心の病理を理解する
04．人間性心理学の基本：歴史的な背景と五つの基本的な観点
05．マズローと自己実現の心理：欲求の階層と自己実現
06．ロジャーズとカウンセリングの心理学：クライエント中心療法の原理
07．フロムと疎外の心理：人はなぜ自由から逃走するのか
08．メイと不安の心理：実存的不安に向き合う自己
09．実存主義と人間性心理学：死に向き合う哲学と心理学
10．自由について：リベットの実験とサルトルの自由論
11．自己について：ナラティヴという観点から自己を考える
12．身体について：自己と身体は切り離すことができるか
13．研究方法（1）
：科学批判と現象学
14．研究方法（2）
：質的研究とインタビュー
＊定期試験

３.履修上の注意
人間性心理学は，科学的な側面よりも哲学的な側面のほうが強い心理学です。人間とは何か，生きるとはどういうことか，と
いう根源的な問題を考えてみたい方にお勧めします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
準備学習として，参考書やウェブ上の情報を参考に，授業内容を事前に調べて授業に臨んでください。各回の準備学習用のキ
ーワードを以下に提示しておきます。
---------01：
「人間性心理学」「心理学の第三勢力」，02：「条件付け」
「学習」，03：「無意識」「フロイト」，04：「人間性心理学の基本仮
説」
，05：
「マズロー」
「自己実現」
，06：
「ロジャーズ」
「クライエント中心療法」
，07：
「フロム」
「自由からの逃走」
，08：
「メイ」
「実存的不安」
，09：
「実存主義」
，10：
「Ｂ・リベット」
「Ｊ-Ｐ・サルトル」
，11：
「ナラティヴ」
，12：
「離人症」
，13：
「現象学」
，
14：「質的研究」

５.教科書
使用しません。

６.参考書
日本人間性心理学会編『人間性心理学ハンドブック』創元社，2012 年．

７.成績評価の方法
授業中に小レポート課題を３回実施します（10％×3 回＝30%）
。
残り 70%を定期試験で評価します（定期試験は持ち込み不可）
。
ただし，対面授業が実施できない場合は，遠隔授業の方式に沿って評価方法を変更します。

８.その他
特になし。
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ネットワーク社会論

中里

裕美

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC311J

１.授業の概要・到達目標
本講義では，
（1）ネットワーク社会における人と人，人と集団，あるいは集団と集団の間を結ぶ社会的なつながり（社会ネッ
トワーク）を認識し，理解を深めること。また，
（2）社会ネットワークを資本として捉え（＝社会関係資本：ソーシャル・キャ
ピタル）
，それがどのように私たちの社会生活に関わっているのか，あるいは私たちの行動や思考にどのような影響を及ぼすの
か，といった今後の日常生活ならびに社会への貢献に役立てられる思考力と応用力を養うことを目指しています。
本講義ではまず，社会学における行為の捉え方や，行為がどのように調整されて社会秩序が形成されるのかについて解説す
ることから始めます。そして，とくに行為者を人とする社会ネットワーク，つまり個々の人間が持つつながり＜人付き合い＞
に焦点をあて，そのつながりの機能，つながりの構造を科学的に把握するための手法である「社会ネットワーク分析」の基礎
的概念と実際の指標（たとえば，中心性，密度，クラスター係数等）の求め方，さらに社会関係資本論についても学びます。こ
れらを踏まえ，社会ネットワークが行為者の行動や思考に影響を及ぼすメカニズムについて理解してもらうことを到達目標と
します。

２.授業内容
第１回：イントロダクション（社会ネットワークとは）
〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第２回：行為とコミュニケーション（1）
：ネットワーク社会論の原点―自己・他者・集団
第３回：行為とコミュニケーション（2）
：世界は狭い？〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第４回：多様な＜人付き合い＞とその機能（1）: ソーシャル・サポート
第５回：多様な＜人付き合い＞とその機能（2）
：「弱い繋がりの強さ」理論〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第６回：ネットワークの構造とその中での個人の優位性（1）：ソーシャル・キャピタル論の系譜とその効用
第７回：ネットワークの構造とその中での個人の優位性（2）：
「構造的隙間」理論〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第８回：集団内のネットワークの構造：視点を「個人」から「集団」に拡げる
第９回：社会ネットワーク分析の基礎：インシデンス行列と 3 種類のネットワーク情報〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 10 回：ICT と社会ネットワーク（1）
：情報縁
第 11 回：ICT と社会ネットワーク（2）
：オンライン空間での互酬性の規範と信頼の形成〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 12 回：社会ネットワークがもたらす諸効果（1）会社・組織
第 13 回：社会ネットワークがもたらす諸効果（2）地域コミュニティ〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
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

３.履修上の注意
この科目は，クォーター（７週）完結型授業です。週に２コマの授業を，対面形式とオンデマンド形式にて実施します。オン
デマンド形式により実施する回については，毎週水曜日に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信するので、次回の対面授業の日
までに必ず受講してください。
なお，毎回の講義内容に対するリアクションペーパーの提出を求め（オンデマンド形式の場合には，Oh-o!Meiji のアンケー
ト機能を活用した)，出席および理解度確認を行います。また，本講義ではネットワーク指標を求めるうえで，受講生にはベー
シックな数学の計算をしてもらいます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
復習として，授業中に配布するレジュメおよび参考書の該当箇所に目を通しておくこと。

５.教科書
特に指定しない。レジュメを配布する。

６.参考書
『ネットワーク分析―何が行為を決定するか』 安田雪著（新曜社） 1997 年
『リーディングスネットワーク論―家族・コミュニティ・社会関係資本』 野沢慎司編・監訳（勁草書房） 2006 年
上記のほか，授業内にて随時紹介します。

７.成績評価の方法
平常点（30％）
，定期試験（70％）

８.その他
特になし。
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パーソナリティ心理学

松木

祐馬

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)PSY311J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
パーソナリティ心理学とは，性格やパーソナリティに関わる様々な現象を理解・探求する学問である。本講義では，実際の
研究知見も交えながらパーソナリティ心理学を概説することにより，学問としてのパーソナリティの研究法や，パーソナリテ
ィ心理学の理論的枠組み，実証知見を紹介する。授業は講義形式で行い，一部に調査体験などの個別ワークを取り入れる可能
性がある。
【到達目標】
パーソナリティ心理学の基本的な考え方を理解し，基礎的な知見を理解・習得するとともに，学問としてパーソナリティを
科学的に研究する手法について理解すること。

２.授業内容
第１回：a のみ：イントロダクション―パーソナリティ心理学とは―
第２回：パーソナリティの測定（１）―心理測定の基礎―
第３回：パーソナリティの測定（２）―信頼性と妥当性―
第４回：パーソナリティの歴史・理論
第５回：前半戦のまとめ
第６回：パーソナリティの構造―５因子モデルの観点から―
第７回：パーソナリティにおける遺伝・環境
第８回：パーソナリティにおける心理生物学的要因
第９回：パーソナリティの発達
第１０回：中盤のまとめ
第１１回：パーソナリティの進化的機能
第１２回：パーソナリティと日常生活
第１３回：パーソナリティ障害
第１４回：後半戦のまとめ

３.履修上の注意
授業への積極的な参加を歓迎する。また，毎回リアクションペーパーを配布し，提出を求める。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習をする必要はないが，毎回配布する資料をよく復習すること。

５.教科書
特に定めない。

６.参考書
特に定めない。

７.成績評価の方法
平常点（３０％）
，期末試験（７０％）

８.その他
特になし。
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不確実性下の人間行動

後藤

晶

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ECN311J

１.授業の概要・到達目標
授業の概要：
人生は不確実なことの連続である。普段の消費や投資といった経済行動から，進学や結婚といった人生に関わる重大な意思
決定も，わからないことやあいまいなことがある状況で行わなければならない。このような状況下において我々はどのように
意思決定を行っているのだろうか。
本講義では，行動経済学の基礎について導入した上で，実験経済学や神経経済学といった幅広い観点から，人間の経済的意
思決定の特徴を学ぶ。はじめに行動経済学が前提とする人間モデルについて紹介した上で，統計データの捉え方を紹介し，行
動経済学の知見により明らかになりつつある人間行動の特徴について説明する。さらに，不確実性とリスクの違いについて整
理する。そして，ゲーム理論の考え方について導入し，経済学的予測と現実の人間行動の差異について指摘する。そして，
「行
動経済学の応用」として昨今注目を浴びている「ナッジ」についてその有用性と課題を検討する。
これらの講義を通じて，現代社会を生き抜くための基礎となる人間行動に関する知識と考え方を獲得することを目的とする。
到達目標：
1. 行動経済学の基礎的な考え方を理解することができる。
2. 自身の意思決定に存在するバイアスを理解し，日頃から気をつけることができる。
3. 行動経済学の考え方を踏まえて，自身の興味のある社会問題や人間行動の分析・理解ができるようになる。

２.授業内容
［第１講］イントロダクション
［第２講］直感と理性
［第３講］統計データの考え方
［第４講］判断・意思決定におけるバイアス①：フレーミング効果
［第５講］判断・意思決定におけるバイアス②：利用可能性ヒューリスティックと代表性ヒューリスティック
［第６講］判断・意思決定におけるバイアス③：アンカリング効果とその応用
［第７講］判断・意思決定におけるバイアス④：プロスペクト理論の基礎
［第８講］判断・意思決定におけるバイアス⑤：プロスペクト理論の応用
［第９講］経済的意思決定とリスク・不確実性
［第 10 講］ゲーム理論の考え方・ゲーム実験①
［第 11 講］ゲーム実験②
［第 12 講］行動経済学の応用①
［第 13 講］行動経済学の応用②
［第 14 講］行動経済学の応用③
※ただし，履修状況により変更することがある。

３.履修上の注意
各自の生活や興味のあるテーマへの応用という観点から考えながら受講することを期待する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
適宜紹介する資料・文献を元に予習・復習をすること。

５.教科書
配布資料を用意する。

６.参考書
友野典男，2006，
『行動経済学 経済は「感情」で動いている』
，光文社新書
ダニエル・カーネマン（著）村井章子（訳）友野典男（監修）
，2014，
『ファスト&スロー』
（上下巻）
，早川書房
その他適宜紹介する

７.成績評価の方法
平常点 20％，知識確認テスト 40%，定期試験 40％
平常点：授業評価アンケート，その他授業中に行う調査等の回答状況などの授業への積極性を評価する。
知識確認テスト：知識確認のための簡単な課題を課す。
定期試験：学期末試験時に実施する。

８.その他
本講義の応用となる「情報と経済行動」を秋学期に履修することが望ましい。
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リスク社会論

小林

秀行

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC311J

１.授業の概要・到達目標
「リスク社会」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。この言葉は，現代社会の特徴を説明するものの 1 つとして，
社会学者のウルリッヒ＝ベック氏が提唱した言葉です。現代社会はそれ以前の社会に比べ，自由や権利の拡大，科学技術の進
展といった点で，大きな躍進を果たしてきました。リスクを”飼いならす”とも表現されるように，そのなかでは様々なリス
クが科学的に解明され，その対策を整えていくことを通じて，我々は社会をより安全なもの・安心なものへと作り変えてきて
います。しかし，その反面で，そうした躍進と不可分に格差の拡大，自己責任論の台頭，地球温暖化の進展，大規模事故の深刻
化など，社会の様々な部分でリスクの拡大を受け容れざるを得ないという課題を抱えてきてもいます。本講義は，
「リスク社会」
をめぐる議論を切り口に，
「リスク」
「監視」
「自由」といった現代社会のキーワードを取り上げていくことで，現代社会とは如
何なるものか学んでいくことを目的としています。学習目標は以下の 3 点とします。①「個人化の進展がリスクを拡大させて
いることを理解する」，②「監視のもつ両義性が監視社会の展開を後押ししていることを理解する」，③「自由を使いこなすこ
との困難を理解する」

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
第 01 回：イントロダクション
第 02 回：社会は自由か① ルドルフ・アイヒマンという男〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 03 回：社会は自由か② 自由の剥奪と強制収容
第 04 回：監視社会論① パノプティコンが描いたもの〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 05 回：監視社会論② 管理社会と警察国家
第 06 回：監視社会論③ 監視社会の実像〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 07 回：監視社会論④ 監視カメラは安心をもたらすか
第 08 回：孤独化を深める社会① 多発する孤独死〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 09 回：孤独化を深める社会② つながりの息苦しさ
第 10 回：リスク社会論① ウルリッヒ・ベック〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 11 回：リスク社会論② アンソニー・ギデンズとニクラス・ルーマン
第 12 回：リスク社会論③ リスク・コミュニケーションの展開〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
第 13 回：リスク社会論④ リスク・コミュニケーションの技術
第 14 回：リスク社会論⑤ リスク・コミュニティの時代へ〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
【担当教員の判断により，講義内容は多少変更することがあります】

３.履修上の注意
〇この科目は，クォーター（７週）完結型授業です。週に２コマの授業を，対面形式とオンデマンド形式にて実施します。
〇オンデマンド形式により実施する回については，毎週水曜日の対面講義終了後に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信しま
す。
次回の対面授業の日までに必ず受講すること。
〇オンデマンド形式の授業については，かならず自身のアカウントで oh-meiji へログインして視聴すること。
動画視聴履歴を履修確認として利用する。したがって「友人の PC で共に視聴したため視聴履歴がついていない」など，
教員による視聴履歴の確認が不可能であるものは視聴履歴があるとは認めない。
〇単元ごとにリアクション・ペーパーを課します。リアクション・ペーパーの未提出が 4 回以上となった場合，
単位認定を行わないので注意すること。リアクション・ペーパーについては理由に関わらず遅延等は一切認めません。
忌引・公式試合・病気療養等による登校禁止等についても基本的には同様の扱いとしますが、
これらが複数回重なる場合はそれぞれの事情を考慮して判断しますので、確認可能な資料を提示してください。
〇取り扱う課題上，学習には真摯な姿勢が求められます。遅刻・欠席・課題の未提出等には厳格に対応するので注意すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
＜予習＞
予習として，新聞や TV・web ニュースを確認し，時事問題について自分なりの意見を考えること。講義内で各学生の意見を確
認することはしないが，時事問題という実際の課題に触れておくことで，リスク社会論という学問と実際の社会問題を結び付
けて考えることが可能となり，講義の理解をより深めることができる。
＜復習＞
復習については，各回が終了するごとに講義資料を読み返し，不明な部分があれば講義内での質疑応答の時間もしくは講義前
後の休憩時間中に質問を行うこと。

５.教科書
特に定めない。担当教員の作成した資料にそって講義を進める。

６.参考書
橘木俊詔ほか編『新装増補 リスク学入門 1 リスク学とは何か』岩波書店，2013 年
大屋雄裕『自由か，さもなくば幸福か？二一世紀の＜あり得べき社会＞を問う』
，筑摩書房，2014 年
ほか適宜紹介する。

７.成績評価の方法
期末レポート(4,000 字以上)（100％）
期末レポート課題については，詳細は日程が近づいてから公表しますが，いわゆる講義の感想文に留まるものはレポートとは
認めていません。
また、レポート内で少なくとも 5 点程度は専門図書・論文の参照を求めますので，この点ご注意ください。
当然ですが，内容とは無関係な文献の参照や無意味な箇所での引用については大幅な減点対象となります。

８.その他
特になし。
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外国語科目群

304

英語
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English Skills ＡⅠ（基礎）

鈴木

幸

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The purpose of this class is to enhance students' communication skills, from daily conversation to current affairs.
Students will improve their listening and speaking skills through classroom activities: listening to TOEIC practice
textbook, reading newspaper articles, working in pairs/groups, and also giving presentations.
Objectives to be achieved:
1. To enrich their English vocabulary.
2. To be able to understand problems we face in English.
3. To be able to express personal opinions in English.
4. To enhance overall English proficiency.

２.授業内容
1. a: Introduction
b: Day 1 Wish You Were Here
2. Day 2 Get Well Soon
3. Presentation 1
4. Day 3 Money Makes the World Go Round
5. Day 4 May the Force Be with You
6. Day 5 Bon Voyage
7. Presentation 2
8. Day 6 For Here or to Go?
9. Day 7 What's Your E-mail Address?
10. Day 8 Taking Care of Business
11. Day 9 Shop 'Til You Drop
12. Day 10 You Can't Miss It
13. Presentation 3
14．a: Examination
b: Review

３.履修上の注意
Students will be expected to attend all the classes and actively participate in classroom activities.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students are supposed to review the previous lessons, and to prepare for each class, quiz and presentation.

５.教科書
Shari J. Berman, et al., Topic by Topic TOEIC Listening, SEIBIDO, 2000/2020.

６.参考書
None.

７.成績評価の方法
Contribution to the class: 40%
Presentation: 20%
Quiz: 20%
Exam: 20%

８.その他
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English Skills ＡⅠ（基礎）

近山

和広

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
このクラスでは，テキストを中心に身近な話題を英語で表現出来るよう学習する。授業ではペア・ワークやグループワーク
によるアクティヴィティを行い，クラスメイトとのコミュニケーションを図ります。学期の最後にはプレゼンテーションを行
えるようにプレゼンテーションスキルも学んでいきます。
〈到達目標〉
・リスニングとクラスメイトとの会話を通じて，英語によるコミュニケーション能力を育成する。
・プレゼンテーションの構成，スキルを学び，英語のプレゼンテーションスキルを養う。

２.授業内容
１．Introduction
２．Getting Started
３．Unit 1 / Preparation for Presentation
４．Unit 2 / Preparation for Presentation
５．Unit 3 / Preparation for Presentation
６．Quiz 1 （Getting Started - Unit 3）
７．Unit 4 / Preparation for Group Presentation
８．Unit 6 / Preparation for Group Presentation
９．Unit 7 / Preparation for Group Presentation
10．Quiz 2 （Unit 4 - Unit 7）
11．Presentation
12．Presentation
13．Review Quiz
14．Make-up / Feedback

３.履修上の注意
会話のクラスなので，授業中は積極的参加，発言をしてください。テキストがないとペアワークが出来なくなるので，テキス
トは必ず持参すること。
遅刻３回で１回の欠席となり，欠席回数が学期全体の３分の１を超えると単位取得は出来ません。
初日のイントロダクションで詳しい説明をします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
クラスのポートフォリオにテキストの音声ファイルをアップロードしておきますので，必要に応じて利用すること。
クラスで配布するプリント類などもアップロードします。
授業で扱うキーフレーズは復習して使えるようにしておくこと

５.教科書
FIFTY-FIFTY Book 1

by Warren Wilson / Roger Barnard （PEASON Longman）

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
授業参加態度 15％
Quiz 1 15％
Quiz 2 15％
Review Quiz 30％
Presentation 25％

８.その他
クラスの規模，学生のレベルによって授業内容を変更することがある。
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English Skills ＡⅠ（基礎）

ミーハン

ケヴィンＰ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The objective of the course is develop students English through meaningful discussion. This class will integrate
reading, listening practice, and vocabulary building into all topic discussions. The course's integrated approach
encourages students to share and compare different points of view on a wide range of topical issues and guides
them towards successful communication.

２.授業内容
１．Introduction
２．Exchanging personal information
３．Personality Types
４．Appearances
５．Attitudes
６．Comparing experiences
７．Getting information
８．Events
９．Quiz
10．Movies
11．Music
12．Media
13．Education
14．Poster presentation

３.履修上の注意
Students should attend class regularly and make an effort to speak in English. The effort that each student makes
is the most important factor in this class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students should attend class regularly and make an effort to speak in English. The effort that each student makes
is the most important factor in this class.

５.教科書
To be announced

６.参考書
Dictionary

７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of: Attendance (25%), Classwork (25%), Homework (25%),
(25%). There is an absence limit of 30% of classes and a lateness limit of 20 minutes.

８.その他
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Poster presentation

English Skills ＡⅠ（基礎）

高坂

映子

1 単位

1 年次

１.授業の概要・到達目標
［授業の概要］
高校までの英語を総復習しながら，英語の４技能（読む・聞く・書く・話す）をバランスよく学習する。
基礎的な語彙や文法， 日常的な表現などを学び，また英語の音やリズムに慣れる。
＊授業方法は状況に応じて変更することがあります。
［到達目標］
さまざまなエクササイズを通して，語彙や文法， 英文の聞き取り・表現・読解の力を養い，
次のステップへの土台を築くことを目標とする。

２.授業内容
第１回 イントロダクション等
第２回 Unit 1: Welcome to the ``Big Apple''/現在形（1）Grammar
第３回 Unit 1: Welcome to the ``Big Apple''/現在形（2）Listening/Reading
第４回 Unit 2: What's the Boss Like?/代名詞（1）Grammar
第５回 Unit 2: What's the Boss Like?/代名詞（2）Listening/Reading
第６回 Unit 3: Masa's First Day on the Job/前置詞（1）Grammar
第７回 Unit 3: Masa's First Day on the Job/前置詞（2）Listening/Reading
第８回 Unit 4: Summer Fun/過去形（1）Grammar
第９回 Unit 4: Summer Fun/過去形（2）Listening/Reading
第 10 回 Unit 5: Hotel Guest Satisfaction/可算・不可算名詞（1）Grammar
第 11 回 Unit 5: Hotel Guest Satisfaction/可算・不可算名詞（2）Listening/Reading
第 12 回 Unit 6: Brainstorming/進行形（1）Grammar
第 13 回 Unit 6: Brainstorming/進行形（2）Listening/Reading
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ります。

３.履修上の注意
授業には必ずテキストと英和辞書（電子辞書可/スマートフォン等のアプリは不可）を持ってくること。
テキスト忘れは減点となります。
授業には集中して取り組み，居眠り・スマートフォンの使用・私語・無断退出等厳禁。
遅刻は 30 分まで。遅刻・早退は１回で 1/3 欠席とする。
試合等での欠席は必ず早めに公欠届を提出すること。
ただしその場合も出席とは認められないため，欠席分はレポートを提出すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎日少しずつでも英語に触れることが語学上達のカギです。
あらかじめ予習を指示した箇所については必ず準備し，また前回の授業内容を復習して授業に臨むこと。
テキストの音声はダウンロードすることができます。予習・復習に役立ててください。

５.教科書
『English Missions! Basic』，Robert Hickling・臼倉

美里，
（金星堂）

６.参考書
英和辞書

７.成績評価の方法
平常点（授業への参加度や提出物等によって評価する）40％
実施授業数の３分の２以上の出席者を評価対象とする。

８.その他
詳細については初回イントロダクション時に説明します。
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試験 60％

科目ナンバー
(IC)LAN111M

English Skills ＡⅠ（中級）

矢野

磯乃

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The aim of the course is to develop students’ overall English proficiency centered on communicative competencies
to appropriately express themselves in English in front of others. Classes are focused on extensive Englishspeaking practice in the form of discussion, presentations, interviews, and other activities. Students will also
perform tasks that require them to analyze their own and others' speaking performance.
Students will engage in active learning by researching and discussing their chosen topic, organizing
presentations, learning diverse presentation skills such as gesturing, voice inflection, the use of visual aids,
pronunciation and enunciation, correct grammar and word choice, and asking and answering questions with the
audience.
Upon successful completion of this course, students will master the foundations of conversational structures
so that they can verbally express their opinions. They will be able to develop the message they want to convey to
the audience, explore a research topic and construct a presentation on it, articulate their speech in narration
and presentation, use their voice and non-verbal language to add emphasis and emotion, critically evaluate their
own and their peers’ progress, which may include working in pairs and in groups effectively.

２.授業内容
Section 1
・ Introduction and explanation about the Spring course, schedule, assignments, etc.
・ Classmate interviews
Section 2
・ Basic points of presentation
・ Conversation: Curious issues
Section 3
・ Organization of ideas into outline
・ Interactive presentation：Spring Group 1
Section 4
・ Developing presentation techniques: Model 1
・ Interactive presentation：Spring Group 2
Section 5
・ Developing presentation techniques: Model 2
・ Interactive presentation：Spring Group 3
Section 6
・ Developing presentation techniques: Model 3
・ Interactive presentation：Spring Group 4
Section 7
・ Developing presentation techniques: Model 4
・ Interactive presentation：Spring Group 5
Section 8
・ Developing presentation techniques: Model 5
・ Interactive presentation：Spring Group 6
Section 9
・ Developing presentation techniques: Model 6
・ Interactive presentation：Spring Group 7
Section 10
・ Developing presentation techniques: Model 7
・ Interactive presentation：Spring Group 8
Section 11
・ Developing presentation techniques: Model 8
・ Interactive presentation：Spring Group 9
Section 12
・ Developing presentation techniques: Model 9
・ Interactive presentation：Spring Group 10
Section 13
・ Developing presentation techniques: Model 10
・ Interactive presentation：Spring Group 11
Section 14
・ Review & Final Comment

３.履修上の注意
None

４.準備学習（予習・復習等）の内容
<Expected work prior to class>
・ Prepare and complete presentations and other assignments explained in every class.
＜Expected work after class>
・Complete and submit a self-evaluation sheet.
＜Feedback＞
・Students will receive feedback for assignments in class or via Oh-o! Meiji class web.

５.教科書
・printed materials

６.参考書
The instructor will provide supplementary materials, as needed.

７.成績評価の方法
Interactive presentations
Presentation & self-evaluation papers
Class participation and In-class assignments

30％
30％
40％

８.その他
・Students must complete presentations and other assignments explained in every class in order to pass the course.
・Participating actively in class activities is an important part of the course.
・A pattern of absence and/or tardiness will harm your grade, if not result in a failing grade.
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English Skills ＡⅠ（中級）

相馬

美明

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
日常生活のいろいろな場面において実践的英語コミュニケーション能力を向上させることを目的とする。TOEFL・TOEIC など
のリスニング・セクションの問題に加え，毎回，映画・音楽など多岐にわたる生の英語に触れながら聴解力を高めていく。そし
てプレゼンテーションを通じ，最終的に自らの考えを自らのことばで伝えることを学ぶ。また，他の学生の考えを聞き理解す
る能力を培うとともに，意見を交換する場を多く持ち，コミュニケーション能力の向上に努める。

２.授業内容
いろいろな場面において使われるネイティブ・スピーカーの英語に充分慣れる。多くの練習問題を通して，より複雑な内容を
理解できるようにする。リスニング能力の増強のために，穴埋めや書き取り，要約などの練習を行う。基本的に授業は毎回，三
本立てとして進められ，TOEFL・TOEIC などのリスニング/ディクテイション問題，TRUE or FALSE Question，映画などさまざま
なトピックを用い，リスニングのコツを身につけていく。
（１）イントロダクション，年間計画，諸注意など
（２）TOEFL Exercise 1 PART A, <True or False questions>, Film 1
（３）Film 1-2, Your Song <Background of the singer>, Questions
（４）TOEFL Exercise ２ PART B, Chimpanzee, <True or False questions>, Film 3
（５）TOEFL Exercise ３ PART C, Film 3-4
（６）Film 4-5, Top of the world <Background of the singer>, Questions
（７）TOEFL Exercise ４ PART A, Halloween <True or False questions>, Film 5-6
（８）TOEFL Exercise ５ PART B, A, certain story <True or False questions>, Film 7
（９）TOEFL Exercise ６ PART C, Film ⑧, レポート内容説明，指示
（10）TOEFL Exercise ７ PART A, The sound of silence <Background of the singer>, Film 8-9
（11）TOEFL Exercise ８ PART B, Film 9
（12）TOEFL Exercise ９ PART C, Film 9-10
（13）Film まとめ，リスニングの最終確認，レポート提出
（14）ａ：期末試験
ｂ：正答解説

３.履修上の注意
リスニング・スピーキングの上達には毎日の練習が必要である。授業中の練習に加えて教室外でも練習を行うことを心がける。
指示された課題は必ずこなし，授業には全出席する。学生は，自らの可能性を信じ，真剣に授業に臨むこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業で取り扱った英語表現は，反復練習することを通じ，普段の生活に生かすことが望ましい。

５.教科書
プリントを使用。

６.参考書
必要に応じ適宜，指示する。

７.成績評価の方法
定期試験（40％）
，平常点（40％）
，プレゼンテーション・レポート（20％）それらを総合的に評価する。

８.その他
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English Skills ＡⅠ（中級）

近山

和広

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
このクラスでは，テキストを中心に身近な話題を英語で表現出来るよう学習する。授業ではペア・ワークやグループワーク
によるアクティヴィティを行い，クラスメイトとのコミュニケーションを図ります。学期の最後にはプレゼンテーションを行
えるようにプレゼンテーションスキルも学んでいきます。
〈到達目標〉
・リスニングとクラスメイトとの会話を通じて，英語によるコミュニケーション能力を育成する。
・プレゼンテーションの構成，スキルを学び，英語のプレゼンテーションスキルを養う。

２.授業内容
１．Introduction
２．Getting Started
３．Unit 1 / Preparation for Presentation
４．Unit 2 / Preparation for Presentation
５．Unit 3 / Preparation for Presentation
６．Quiz 1 （Getting Started - Unit 3）
７．Unit 4 / Preparation for Group Presentation
８．Unit 6 / Preparation for Group Presentation
９．Unit 7 / Preparation for Group Presentation
10．Quiz 2 （Unit 4 - Unit 7）
11．Presentation
12．Presentation
13．Review Quiz
14．Make-up / Feedback

３.履修上の注意
会話のクラスなので，授業中は積極的参加，発言をしてください。テキストがないとペアワークが出来なくなるので，テキス
トは必ず持参すること。
遅刻３回で１回の欠席となり，欠席回数が学期全体の３分の１を超えると単位取得は出来ません。
初日のイントロダクションで詳しい説明をします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
クラスのポートフォリオにテキストの音声ファイルをアップロードしておきますので，必要に応じて利用すること。
クラスで配布するプリント類などもアップロードします。
授業で扱うキーフレーズは復習して使えるようにしておくこと

５.教科書
FIFTY-FIFTY Book 2

by Warren Wilson / Roger Barnard （PEASON Longman）

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
授業参加態度 15％
Quiz 1 15％
Quiz 2 15％
Review Quiz 30％
Presentation 25％

８.その他
クラスの規模，学生のレベルによって授業内容を変更することがある。
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English Skills ＡⅠ（中級）

高坂

映子

1 単位

科目ナンバー

1 年次

(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
［授業の概要］
学生生活，電話での応答，食など日常のさまざまな場面で使われる基本的な表現を学びます。
またイギリスやアジア，インド，メキシコなどにおける多様な English や culture にも触れます。
授業ではテキストや音声・映像を用いたタスクワークなどの他，プレゼンテーションも行う予定。
※授業方法は状況に応じて変更することがあります。
［到達目標］
実践的英語コミュニケーション能力の向上を目標とする。
さまざまな表現を学ぶことで，リスニング力や自分の言葉として伝えるスピーキング力を養う。
また world Englishes や culture に触れることで，知識や多様性を身につける。

２.授業内容
第１回：イントロダクション等
第２回：College Life: Greetings/Getting to Know Each Other （1）Expressions & Dialogue
第３回：College Life: Greetings/Getting to Know Each Other （2）Listening & Reading Activities
第４回：Mobile Phones: making Appointments/ Phone Conversations （1）Expressions & Dialogue
第５回：Mobile Phones: making Appointments/ Phone Conversations （2）Listening & Reading Activities
第６回：Movies: Inviting/Accepting and Refusing （1）Expressions & Dialogue
第７回：Movies: Inviting/Accepting and Refusing （2）Listening & Reading Activities
第８回：前半まとめ等
第９回： Dating: Describing Someone （1）Expressions & Dialogue
第 10 回：Dating: Describing Someone （2）Listening & Reading Activities
第 11 回：International Food: Requesting/Restaurant Conversations （1）Expressions & Dialogue
第 12 回：International Food: Requesting/Restaurant Conversations （2）Listening & Reading Activities
第 13 回：プレゼンテーション等
第 14 回：a: 講義, 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。

３.履修上の注意
詳細は初回イントロダクション時に説明します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ指示した箇所については必ず準備をした上で授業に臨むこと。
授業時までに前回の授業範囲を復習しておくこと。
テキストの音声をダウンロードし，予習・復習を行ってください。
リスニングやスピーキングの上達には日々の練習が欠かせません。
クラス外でも英語に接するように心掛けてください。

５.教科書
『Global Activator ― Your English, My English, World Englishes!』
，塩澤

正 ・ Gregory A. King,

６.参考書
授業には必ず英語辞書を持ってくること。電子辞書可・スマートフォン等のアプリ不可。

７.成績評価の方法
平常点（授業参加度や提出物による） 20％
プレゼンテーション 20％
試験 60％
遅刻は 30 分まで。遅刻１回で 1/3 欠席とし，実施授業数の 2/3 以上の出席者を評価対象とする。

８.その他
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（金星堂）

English Skills ＡⅠ（中級）

狩野

郁子

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
Students are to improve their linguistic skills through various types of exercises. They are expected to acquire
vocabulary and reinforce listening and reading ability required in business scenes.

２.授業内容
Listening exercises are given in the first half of each class and reading exercises will be followed. Linguistical
explanations are presented whenever necessary. Students will have a vocabulary quiz in the beginning of each
class.
#1：Pre-test: listening and reading exercises
#2：Unit 1
#3：Vocabulary quiz. Units 1 and 2
#4：Vocabulary quiz. Unit 2
#5：Vocabulary quiz. Units 2 and 3
#6：Vocabulary quiz. Unit 3
#7：Review of the classes. Mid-term examination.
#8：Review of the exam. Unit 4
#9：Vocabulary quiz. Unit 4
#10：Vocabulary quiz. Unit 5
#11：Vocabulary quiz. Units 5 and 6
#12：Vocabulary quiz. Unit 6
#13：Vocabulary quiz. Wrap-up
#14：Review of the classes. Term examination.

３.履修上の注意
Students are expected to take a vocabulary quiz orally in each class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Assignments should be done on time.

５.教科書
Winning Formula for the TOEIC L&R Test

６.参考書
They will be introduced in class.

７.成績評価の方法
30%: participation, in-class tasks, homework and quizzes.
70%: mid-term and term examinations.

８.その他
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English Skills ＡⅠ（中級）

根津

明広

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
This course is designed to give students the opportunity to listen to a wide variety of English in the ‘real’
world. Listening strategies and tips are included. Another side of this course will help students develop fluency
and confidence in spoken English. Students will develop and improve their own speaking skills through activities
such as: pair and group discussions, presentations and speaking assessments. There will be many activities in
class, 'Pair Work and Group Work,' 'Reading Activities,' 'Presentations,' and 'Writing Practice.'
The textbook which is assigned here is to give students many opportunities to think about many important daily
situations to broaden students mind to the English world. The textbook focuses on any social situations with the
variety of angles on its skills, including the values people have, their communication style and so on. Through
these subjects, Students will understand their own culture as well.
Goal：In the end of the semester, all students will be familiar with vocabulary related to the score, 500 on TOEIC.
And they understand the culture of English Language and its countries.

２.授業内容
１．Introduction
２．Unit 1: Helps out
３．Unit 1: Helps out
４．Unit 2: Plans
５．Unit 2: Plans
６．Unit 3: A Bad Day
７．Unit 3: A Bad Day
８．Unit 4: Keeps one's Cool
９．Unit 4: Keeps one's Cool
10．Presentation Workshop 1
11．Presentation Workshop 2
12．Presentation Workshop 3 Revision of the speech draft
13．Group Presentation 1
14．Group Presentation 2

３.履修上の注意
Attendance and participation to the class work will be very important and strict. Review quizzes will be given to
students on every unit which there won't be any make up quizzes. All students must accomplish all assignments.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
1. Reviewing what we do in class is the most important. Students have to review the unit, particularly on listening
and vocabulary in order to accomplish well on the quiz done after each unit finished.
2. Each unit offers the opportunities to think an issue critically. Students will be prepared to speak out for
the issue before they come to the class followed by the instructions from the teacher

５.教科書
Project Success 4
By Susan Gaer, Sarah Lynn
（Pearson）

６.参考書
None

７.成績評価の方法
Quiz（1-4）--------------------60%（各 15%）
Speech Draft-----------------------20%
Presentation -----------------------20%

８.その他
The content「授業内容」might be changed slightly depending on the number of students & the level.
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English Skills ＡⅠ（中級）

ジョーンズ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】The focus will be on content based English to help the students engage in speaking and listening
skills.
【到達目標】The goal of the class is to help the students improve their listening and vocabulary skills and given
them many chances at communicating in English.

２.授業内容
(Content covered subject to change)The theme for the course is useful English when travelling.
Week 1 – Introduction to the course of studies.
Week 2 – Learning and study tips.
Week 3 – Domestic and international travel explained.
Week 4 – How the coronavirus has affected travel.
Week 5 – Can the Olympic Games happen?
Week 6 – Your domestic travel experiences.
Week 7 – Culture shock, “Paris Syndrome”.
Week 8 – What foreigners think of Japan.
Week 9 – Does travel broaden the mind?
Week 10 – Introduction to transportation.
Week 11 – End of gasoline cars? Hello electric!
Week 12 – Driverless cars and technology.
Week 13 – Trains as a means of transportation
Week 14 – Summation of the course and handing in final coursework.

３.履修上の注意
３.履修上の注意 Be sure to download the video and the necessary print for every lesson. Be sure to do all the
assignments by the deadlines.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Before the lessons, review the previous lessons. Be sure to study all new vocabulary after the lesson.

５.教科書
No Textbook will be used. Handouts and videos will be uploaded to Oh-o! Meiji.

６.参考書
Internet and recommended sources.

７.成績評価の方法
Teacher Points based on effort = 100 x 10% = 10
Class Handout points = 100 x 15% = 15
Weekly Listening Report = 100 x 25% = 25
Written Assignments = 100 x 25% = 25
Video Assignments = 100 x 25% = 25

８.その他
Good luck with your studies. Stay safe, well and happy. Always do your best and you will be fine.
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English Skills ＡⅠ（上級）

ミーハン

ケヴィンＰ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The objective of the course is develop students English through meaningful discussion. This class will integrate
reading, listening practice, and vocabulary building into all topic discussions. The course's integrated approach
encourages students to share and compare different points of view on a wide range of topical issues and guides
them towards successful communication.

２.授業内容
１．Introduction
２．Stereotypes
３．Nationalism vs Patriotism
４．SNS
５．Attitudes
６．Life changing experiences
７．Propaganda
８．World Events
９．Me too movement
10．EQ vs IQ
11．Black Lives Matter
12．Media literacy
13．Education
14．Poster presentation

３.履修上の注意
Students should attend class regularly and make an effort to speak in English. The effort that each student makes
is the most important factor in this class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students should attend class regularly and make an effort to speak in English. The effort that each student makes
is the most important factor in this class.

５.教科書
To be announced

６.参考書
Dictionary

７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of: Attendance (25%), Classwork (25%), Homework (25%),
(25%). There is an absence limit of 30% of classes and a lateness limit of 20 minutes.

８.その他
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Poster presentation

English Skills ＡⅠ（SPICE）

ドウ，ティモシー

Ｊ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The purpose of this course is for students to learn the necessary skills to integrate various sources of information
when discussing issues with a group of their peers. Many of the issues and discussion topics will be decided by
groups and/or the class. In class, students will engage with a selection of short texts in order to examine an
issue from different angles. Students will also learn and use a variety of new vocabulary and interactive skills
to enhance the effectiveness of their communicative abilities. There will also be some focus on grammar and
pronunciation. Special attention will be paid to the language and skills necessary for successful interactions in
small group discussions in both social and academic settings.

２.授業内容
第１回：Introduction: Developing Language Fluency
第２回：Critical Thinking
第３回：Speaking Vs. Writing
第４回：Supporting Ideas
第５回：Communication Strategies: Speaking
第６回：Communication Strategies: Listening
第７回：Discussing Social Issues
第８回：Background Knowledge
第９回：Discussing Habits
第 10 回：Discourse Markers
第 11 回：Cooperating with Speakers
第 12 回：Organizing Information
第 13 回：Extensive Reading and Speaking
第 14 回：Discussing News Media

３.履修上の注意
Grading for this course will be based on both preparation for in-class communicative activities, and students’
performance in those activities.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will be required to complete homework assignments before classes.

５.教科書
No textbook is required. The teacher will provide reading materials.

６.参考書
Students may bring a dictionary (paper or electronic).

７.成績評価の方法
Homework assignments will count for 50% of the final grade, and performance on in class communication tests will
count for 50% of the final grade.

８.その他
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English Skills ＡⅠ（駿河台開講）

ガードナー

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
In this course students will be given the opportunity to improve their ability to communicate in everyday, reallife situations from friendly encounters, travel to business meeting and appointments. Classes involve pair and
group work, listening and question exercises with the goal or formulating strategies for better understanding of
everyday expressions, learning to form better questions, creating natural responses as well as developing better
topics for conversation, introductions and explanations
This course is conducted in English. The goal of this course is to offer students the tools and skills to improve
their basic communication skills in English and their basic “people skills” so that they might become better
communicators in both personal and professional encounters.
To accomplish this goal, students will have the opportunity to improve their skills by speaking and working in
English, listening, reading and writing in English.
*Please note-In these unusual times it is important that students and instructors both feel comfortable with their
leaning environment. Therefore IF students feel the need to combine face-to-face classes with an on demand style
class (accessing class materials and turning in assignments online)— with the PRIOR AGREEMENT from the instructor
of the class, Mr Steve Gardner, something might be worked out. Students MUST contact the instructor first. We will
try our best to to work together to offer the best and safest class that we can.
Finally, it is important for all of us to remember that each of us is unusual, unique and tough! Let's work
together to do our best.

２.授業内容
ALL class materials, links and PDF files can be found on the Oh Meiji website for this class.
(1) Video # 1B Study tips to Succeed IN REAL LIVE and Online
(2) Video # 2B Habits of Successful People TOPICS
(3) Video # 3B (13) Values in the Workplace Shen’s Boss (Critical reading and Listening)
(4) Video # 4B Career Choices (Values 18)
(5) **CLASS #5* REVIEW CLASS OF #1-#4
(6) Video # 5B WHO PAYS? (Values 18)
(7) Video # 6B SEVEN BILLION WHO IS MOST TYPICAL
(8) Video # 7B Shark Attack story by Richard E. Grant
(9) Video # 8B Story Board, Stick Figures and Presentation
(10) **CLASS #10 *REVIEW CLASS OF #5-8
(11) Video # 9B Cause and Effect 2B (review and up-date)
(12) Video # 10B How to Improve YOUR English Listening Skills
(13) Video # 11B LISTENING PRACTICE-Three TOFEL STYLE Listening Exercises with Questions and Answers
(14) Video # 12B READING PRACTICE QUIZ FOR TOFEL 10 QUESTIONS AND ANSWERS
(15) **Class #15*FINAL REVIEW OF SKILLS LEARNED
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com

３.履修上の注意
The goal of this course is for students to improve and develop reading, discussion, THINKING and vocabulary skills.
We will use videos and other images to reinforce our goals. [b]YOU will be expected to participate[/b] in the
sharing of visual images as you report or present projects or assignments.
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com
Remember that it is said, “Luck is what happens when preparation meets opportunity.”

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will need to have a working knowledge of English, should be prepared to listen, read, make questions and
speak in class. Assignments and in-class exercises are usually done in small groups of two or three in order to
promote discussion in English. Materials will be provided by the instructor. Class activities will be reviewed
aprox. every two to three weeks by the instructor. Some presentations will be required. There will also be test
on material covered.

５.教科書
Study Materials provided by the instructor in class. Study Materials and video links will be provided by the
instructor.

６.参考書
Study Materials and video links will be provided by the instructor. All will be available on the Oh Meiji website
for this class. If you have questions please contact directly: Steve Gardner-email: bluzzz2u@yahoo.com
Students will need a good English Dictionary.

７.成績評価の方法
Grading for this course is based on the quality and completion of the assigned work (80%) along with the student’s
willingness to improve their communication abilities, contact and participation (20%). *(This means that students
are responsible for their grade, must do the work as well as strive to communicate with the instructor and other
members of the class.)
Each completed assignment will be graded and returned to the student with comments or will be graded in class and
discussed.
Student Grade based on the fore mentioned factors and number of completed assignments: Grade of S-at least 10 well
completed assignments ; A-at least 9 well completed assignments; B-at least 8 well completed assignments; C-at
least 7 well completed assignments; F-6 or fewer completed assignments.

８.その他
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com
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English Skills ＡⅡ（基礎）

鈴木

幸

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The same as the spring term, the purpose of this class is to enhance students' communication skills, from daily
conversation to current affairs. Students will improve their listening and speaking skills through classroom
activities: listening to TOEIC practice textbook, reading newspaper articles, working in pairs/groups, and also
giving presentations.
Objectives to be achieved:
1. To enrich their English vocabulary.
2. To be able to understand problems we face in English.
3. To be able to express personal opinions in English.
4. To enhance overall English proficiency.

２.授業内容
1. a: Introduction
b: Day 11 Go Team Go
2. Day 12 Talk to the Animals
3. Day 13 Up, Up and Away
4. Day 14 On the Sunny Side of the Street
5. Day 15 Family Fun
6. Day 16 Do the Clothes Make the Man?
7. Presentation 1
8. Day 17 You're Getting on My Nerves!
9. Day 18 What's Cooking?
10. Day 19 Stop! Thief!
11. Day 20 Putting a Square Peg in a Round Hole
12. Day 21 Money Talks
13. Presentation 2
14．a: Examination
b: Review

３.履修上の注意
Students will be expected to attend all the classes and actively participate in classroom activities.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students are supposed to review the previous lessons, and to prepare for each class, quiz and presentation.

５.教科書
Shari J. Berman, et al., Topic by Topic TOEIC Listening, SEIBIDO, 2000/2020.

６.参考書
None.

７.成績評価の方法
Contribution to the class: 40%
Presentation: 20%
Quiz: 20%
Exam: 20%

８.その他
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English Skills ＡⅡ（基礎）

近山

和広

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
春学期に引き続き，テキストを中心にスピーキングとリスニングを学んでいく。スピーキングにおいては更に文法や構文に
注意しながら表現出来るように，リスニングにおいては，より長いセンテンスを聞き取れるようになることを目標とする。学
期の最後には春学期同様にプレゼンテーションを行います。

２.授業内容
１．Talk about summer
２．Unit 8 / Preparation for Presentation
３．Unit 9 / Preparation for Presentation
４．Unit 11 / Preparation Presentation
５．Quiz 1（Unit 8 - Unit 11）
６．Unit 12 / Preparation for Presentation
７．Unit 13 / Preparation for Presentation
８．Unit 14 / Preparation for Presentation
９．Quiz 2 （Unit 12 - Unit 15）
10．Preparation for group project （making CM）
11．Presentation 発表
12．Presentation 発表
13．Review Quiz
14．Make-up / Feedback

３.履修上の注意
会話のクラスなので，授業中は積極的参加，発言をしてください。テキストがないとペアワークが出来なくなるので，テキス
トは必ず持参すること。
遅刻３回で１回の欠席となり，欠席回数が学期全体の３分の１を超えると単位取得は出来ません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
クラスのポートフォリオにテキストの音声ファイルをアップロードしておきますので，必要に応じて利用すること。
クラスで配布するプリント類などもアップロードします。
授業で扱うキーフレーズは復習して使えるようにしておくこと

５.教科書
FIFTY-FIFTY Book 1

by Warren Wilson / Roger Barnard（PEASON Longman）

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
授業参加態度 15％
Quiz 1 15％
Quiz 2 15％
Review Quiz 30％
Presentation 25％

８.その他
クラスの規模，学生のレベルによって授業内容を変更することがある。
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English Skills ＡⅡ（基礎）

ミーハン

ケヴィンＰ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The objective of the course is develop students English through meaningful discussion. This class will integrate
reading, listening practice, and vocabulary building into all topic discussions. The course's integrated approach
encourages students to share and compare different points of view on a wide range of topical issues and guides
them towards successful communication.

２.授業内容
１．Introduction
２．Exchanging personal information
３．Personality Types
４．Appearances
５．Attitudes
６．Comparing experiences
７．Getting information
８．Events
９．Quiz
10．Movies
11．Music
12．Media
13．Education
14．Poster presentation

３.履修上の注意
Students should attend class regularly and make an effort to speak in English. The effort that each student makes
is the most important factor in this class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students should attend class regularly and make an effort to speak in English. The effort that each student makes
is the most important factor in this class.

５.教科書
To be announced

６.参考書
Dictionary

７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of: Attendance (25%), Classwork (25%), Homework (25%),
(25%). There is an absence limit of 30% of classes and a lateness limit of 20 minutes.

８.その他
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Poster presentation

English Skills ＡⅡ（基礎）

高坂

映子

1 単位

1 年次

１.授業の概要・到達目標
［授業の概要］
高校までの英語を総復習しながら，英語の４技能（読む・聞く・書く・話す）をバランスよく学習する。
基礎的な語彙や文法，日常的な表現などを学び，また英語の音やリズムに慣れる。
＊授業方法は状況に応じて変更することがあります。
［到達目標］
さまざまなエクササイズを通して，語彙や文法，英文の聞き取り・表現・読解の力を養い，
次のステップへの土台を築くことを目標とする。

２.授業内容
第１回 Unit 7: Glad to Be of Service/WH 疑問文（1）Grammar
第２回 Unit 7: Glad to Be of Service/WH 疑問文（2）Listening/Reading
第３回 Unit 8: Socializing with Co-workers/動名詞・不定詞（1）Grammar
第４回 Unit 8: Socializing with Co-workers/動名詞・不定詞（2）Listening/Reading
第５回 Unit 9: Vacation Spots/未来形（1）Grammar
第６回 Unit 9: Vacation Spots/未来形（2）Listening/Reading
第７回 Unit 10: Sports Talk/比較級・最上級（1）Grammar
第８回 Unit 10: Sports Talk/比較級・最上級（2）Listening/Reading
第９回 Unit 11: Tour Day/助動詞（1）Grammar
第 10 回 Unit 11: Tour Day/助動詞（2）Listening/Reading
第 11 回 Unit 12: Party Time!/現在完了形（1）Grammar
第 12 回 Unit 12: Party Time!/現在完了形（2）Listening/Reading
第 13 回 Unit 14: A Bit of History/受動態
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ります。

３.履修上の注意
授業には必ずテキストと英和辞書（電子辞書可/スマートフォン等のアプリは不可）を持ってくること。
テキスト忘れは減点となります。
授業には集中して取り組み，居眠り・スマートフォンの使用・私語・無断退出等厳禁。
遅刻は 30 分まで。遅刻・早退は１回で 1/3 欠席とする。
試合等での欠席は必ず早めに公欠届を提出すること。
ただしその場合も出席とは認められないため，欠席分はかならずレポートを提出すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎日少しずつでも英語に触れることが，上達のカギです。
あらかじめ予習を指示した箇所については必ず準備し，また前回の授業内容を復習して授業に臨むこと。
テキストの音声をダウンロードし，予習・復習を行って下さい。

５.教科書
『English Missions! Basic』，Robert Hickling・臼倉

美里，
（金星堂）

６.参考書
英和辞書

７.成績評価の方法
平常点（授業への参加度や提出物等によって評価する）40％
実施授業数の３分の２以上の出席者を評価対象とする。

８.その他
詳細については初回イントロダクション時に説明します。
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試験 60％

科目ナンバー
(IC)LAN111M

English Skills ＡⅡ（中級）

矢野

磯乃

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The aim of the course is to develop students’ overall English proficiency with the special focus on communicative
competencies to appropriately explain information and express opinions in English in front of others. Interactive
presentation skills learned in the spring semester will be further strengthened in the fall semester and,
additionally, discussions and debate practice will be held.
Students will engage in active learning by researching and discussing their chosen topic, organizing
presentations, learning further diverse presentation skills, based on the spring semester, such as gesturing,
voice inflection, the use of visual aids, and asking and answering questions with the audience.
Upon successful completion of this course, students will master the foundations of conversational structures
so that they can verbally express their opinions. They will be able to develop the message they want to convey to
the audience, explore a research topic and construct a presentation on it, articulate their speech in narration
and presentation, use their voice and non-verbal language to add emphasis and emotion, critically evaluate their
own and their peers’ progress, which may include working in pairs and in groups effectively.

２.授業内容
Section 1
・ Introduction and explanation about the Fall course, schedule, assignments, etc.
・ Classmate interviews
Section 2
・ Basic points of presentation
・ Conversation: Curious issues
Section 3
・ Organization of ideas into outline
・ Interactive presentation：Fall Group 1
Section 4
・ Developing presentation techniques: Model 1
・ Interactive presentation：Fall Group 2
Section 5
・ Developing presentation techniques: Model 2
・ Interactive presentation：Fall Group 3
Section 6
・ Developing presentation techniques: Model 3
・ Interactive presentation：Fall Group 4
Section 7
・ Developing presentation techniques: Model 4
・ Interactive presentation：Fall Group 5
Section 8
・ Developing presentation techniques: Model 5
・ Interactive presentation：Fall Group 6
Section 9
・ Developing presentation techniques: Model 6
・ Interactive presentation：Fall Group 7
Section 10
・ Developing presentation techniques: Model 7
・ Interactive presentation：Fall Group 8
Section 11
・ Developing presentation techniques: Model 8
・ Interactive presentation：Fall Group 9
Section 12
・ Developing presentation techniques: Model 9
・ Interactive presentation：Fall Group 10
Section 13
・ Developing presentation techniques: Model 10
・ Interactive presentation：Fall Group 11
Section 14
Review & Final Comment

３.履修上の注意
None

４.準備学習（予習・復習等）の内容
<Expected work prior to class>
・ Prepare and complete presentations and other assignments explained in every class.
＜Expected work after class>
・Complete and submit a self-evaluation sheet.
＜Feedback＞
・Students will receive feedback for assignments in class or via Oh-o! Meiji class web.

５.教科書
・printed materials

６.参考書
The instructor will provide supplementary materials, as needed.

７.成績評価の方法
Interactive presentations
Presentation & self-evaluation papers
Class participation and In-class assignments

30％
30％
40％

８.その他
・You must complete presentations and other assignments explained in every class in order to pass the course.
・Participating actively in class activities is an important part of the course.
・A pattern of absence and/or tardiness will harm your grade, if not result in a failing grade.
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English Skills ＡⅡ（中級）

相馬

美明

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
日常生活のいろいろな場面において実践的英語コミュニケーション能力を更に向上させることを目的とする。英語における
トピックの範囲を広げ，それぞれのトピックにおいて自分の考えを述べることができるようにリスニング・スピーキング力を
養成する。また，他の学生の考えを聞き理解する能力を培うとともに，意見を交換する場を多く持ち，コミュニケーション能
力の向上に努める。

２.授業内容
いろいろな場面において使われるネイティブ・スピーカーの英語に充分慣れる。多くの練習問題を通して，より複雑な内容を
理解できるようにする。リスニング能力の増強のために，穴埋めや書き取り，要約などの練習を行う。加えて，プレゼンテーシ
ョンの練習も行う。
（１）秋学期予定確認，TOEFL Exercise 13 PART A, Wedding Ceremonies Expenses, We’re All Alone
（２）TOEFL Exercise 14 PART B, Excellent power of memory, Film 1
（３）TOEFL Exercise 16 PART C, Coin changer, Film 1
（４）TOEFL Exercise 17 PART A, Diplomacy, Film 1 - 2
（５）TOEFL Exercise 18 PART B, プレゼンテイションについて指示，説明
（６）TOEFL Exercise 19 PART C, Film 2, She’s got a way.
（７）TOEFL Exercise 20 PART A, Film 2 - 3
（８）TOEFL Exercise 21 PART B, Film 3, The Story of O-TEI
（９）TOEFL Exercise 22 PART C, Film 3 - 4
（10）TOEFL Exercise PART A‐C, まとめ，力だめし
（11）プレゼンテイション １
（12）プレゼンテイション ２
（13）プレゼンテイション ３
（14）a : 期末試験
b : 正答解説

３.履修上の注意
リスニング・スピーキングの上達には毎日の練習が必要である。授業中の練習に加えて教室外でも練習を行うことを心がける。
指示された課題は必ずこなし，授業には全出席する。学生は，自らの可能性を信じ，真剣に授業に臨むこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業で取り扱った英語表現は，反復練習することを通じ，普段の生活に生かすことが望ましい。

５.教科書
プリントを使用。

６.参考書
必要に応じ適宜，指示する。

７.成績評価の方法
定期試験（40％）
，平常点（40％）
，プレゼンテイション（20％）それらを総合的に評価する。

８.その他
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English Skills ＡⅡ（中級）

近山

和広

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
春学期に引き続き，テキストを中心にスピーキングとリスニングを学んでいく。スピーキングにおいては更に文法や構文に
注意しながら表現出来るように，リスニングにおいては，より長いセンテンスを聞き取れるようになることを目標とする。学
期の最後には春学期同様にプレゼンテーションを行います。

２.授業内容
１．Talk about summer
２．Unit 8 / Preparation for Presentation
３．Unit 9 / Preparation for Presentation
４．Unit 11 / Preparation Presentation
５．Quiz 1（Unit 8 - Unit 11）
６．Unit 12 / Preparation for Presentation
７．Unit 13 / Preparation for Presentation
８．Unit 14 / Preparation for Presentation
９．Quiz 2 （Unit 12 - Unit 15）
10．Preparation for group project （making CM）
11．Presentation 発表
12．Presentation 発表
13．Review Quiz
14．Make-up / Feedback

３.履修上の注意
会話のクラスなので，授業中は積極的参加，発言をしてください。テキストがないとペアワークが出来なくなるので，テキス
トは必ず持参すること。
遅刻３回で１回の欠席となり，欠席回数が学期全体の３分の１を超えると単位取得は出来ません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
クラスのポートフォリオにテキストの音声ファイルをアップロードしておきますので，必要に応じて利用すること。
クラスで配布するプリント類などもアップロードします。
授業で扱うキーフレーズは復習して使えるようにしておくこと

５.教科書
FIFTY-FIFTY Book 2

by Warren Wilson / Roger Barnard（PEASON Longman）

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
授業参加態度 15％
Quiz 1 15％
Quiz 2 15％
Review Quiz 30％
Presentation 25％

８.その他
クラスの規模，学生のレベルによって授業内容を変更することがある。
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English Skills ＡⅡ（中級）

高坂

映子

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
［授業の概要］
趣味やショッピング，旅行，留学など日常のさまざまな場面で使われる基本的な表現を学びます。
またアジアやアメリカ，オーストラリアなど多様な English や culture にも触れます。
授業ではテキストや音声・映像を用いたなどの他，プレゼンテーションも行う予定。
＊授業方法は状況に応じて変更することがあります。
［到達目標］
実践的英語コミュニケーション能力の向上を目標とする。
さまざまな表現を学ぶことで，リスニング力や自分の言葉として伝えるスピーキング力を養う。
また world Englishes や culture に触れることで，知識や多様性を身につける。

２.授業内容
第１回：World Englishes: Asking for Repetition/Clarification （1）等
第２回：World Englishes: Asking for Repetition/Clarification （2）Listening/Reading Activities
第３回：Weekends/Vacations: Talking about Free Time （1） Expressions & Dialogue
第４回：Weekends/Vacations: Talking about Free Time （2）Listening/Reading Activities
第５回：Music/Songs: Expressing Likes/Dislikes （1）Expressions & Dialogue
第６回：Music/Songs: Expressing Likes/Dislikes （2）Listening/Reading Activities
第７回：Sports: Commenting/Expressing Feelings （1）Expressions & Dialogue
第８回：Sports: Commenting/Expressing Feelings （2）Listening/Reading Activities
第９回： Shopping: Negotiating/ expressions for Shopping （1）Expressions & Dialogue
第 10 回：Shopping: Negotiating/ expressions for Shopping （2）Listening/Reading Activities
第 11 回：Traveling/Studying Overseas: Expressions for Traveling （1）Expressions & Dialogue
第 12 回：Traveling/Studying Overseas: Expressions for Traveling （2）Listening/Reading Activities
第 13 回：プレゼンテーション等
第 14 回：a: 講義 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。

３.履修上の注意
詳細は初回授業時に説明するので必ず出席すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
あらかじめ指示した箇所については必ず準備をした上で授業に臨むこと。
授業時までに前回の授業内容を復習しておくこと。
テキストの音声をダウンロードし，予習・復習を行ってください。
リスニングやスピーキングの上達には日々の練習が欠かせません。
クラス外でも英語に接するように心掛けてください。

５.教科書
『Global Activator ― Your English, My English, World Englishes!』
，塩澤

正 ・ Gregory A. King,

６.参考書
授業には必ず英語辞書を持ってくること。電子辞書可・スマートフォン等のアプリ不可。

７.成績評価の方法
平常点（授業参加度や提出物による） 20％ プレゼンテーション 20％
試験 60％
遅刻は 30 分まで。遅刻１回で 1/3 欠席とし，実施授業数の 2/3 以上の出席者を評価対象とする。

８.その他
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（金星堂）

English Skills ＡⅡ（中級）

狩野

郁子

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
Students are to improve their linguistic skills through various types of exercises. They are expected to acquire
vocabulary and reinforce listening and reading ability required in business scenes.

２.授業内容
Listening exercises are given in the first half of each class and reading exercises will be followed. Linguistical
explanations are presented whenever necessary. Students will have a vocabulary quiz in the beginning of each
class.
#1：Introduction to the course through listening and reading exercises
#2：Unit 7
#3：Vocabulary quiz. Units 7 and 8
#4：Vocabulary quiz. Unit 8
#5：Vocabulary quiz. Units 8 and 9
#6：Vocabulary quiz. Unit 9
#7：Review of the classes. Mid-term examination.
#8：Review of the exam. Unit 10
#9：Vocabulary quiz. Unit 10
#10：Vocabulary quiz. Unit 11
#11：Vocabulary quiz. Units 11 and 12
#12：Vocabulary quiz. Unit 12
#13：Vocabulary quiz. Wrap-up
#14：Review of the classes. Term examination.

３.履修上の注意
Students are expected to take a vocabulary quiz orally in each class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Assignments should be done on time.

５.教科書
Winning Formula for the TOEIC L&R Test

６.参考書
They will be introduced in class.

７.成績評価の方法
30%: participation, in-class tasks, homework and quizzes.
70%: mid-term and term examinations.

８.その他
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English Skills ＡⅡ（中級）

根津

明広

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
Leading on from the previous semester, This course is designed to give students the opportunity to listen to a
wide variety of English in the ‘real’ world. Listening strategies and tips are included. Another side of this
course will help students develop fluency and confidence in spoken English. Students will develop and improve
their own speaking skills through activities such as: pair and group discussions, presentations and speaking
assessments. There will be many activities in class, 'Pair Work and Group Work,' 'Reading Activities,'
'Presentations,' and 'Writing Practice.'
The textbook which is assigned here is to give students many opportunities to think about many important daily
situations to broaden students mind to the English world. The textbook focuses on any social situations with the
variety of angles on its skills, including the values people have, their communication style and so on. Through
these subjects, Students will understand their own culture as well.
Goal：In the end of the semester, all students will be familiar with vocabulary related to the score, 550 on TOEIC.
And they understand the culture of English Language and its countries continuously.

２.授業内容
１．Welcome back session
２．Unit 6: Takes Charge
３．Unit 6: Takes Charge
４．Unit 7: Makes a difference
５．Unit 7: Makes a difference
６．Unit 8: Report
７．Unit 8: Report
８．Unit 9: Teamwork
９．Unit 9: Teamwork
10．Presentation Workshop 1
11．Presentation Workshop 2
12．Presentation Workshop 3 Revision of the speech draft
13．Group Presentation 1
14．Group Presentation 2

３.履修上の注意
Attendance and participation to the class work will be very important and strict. All students must accomplish
all assignments.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
1. Reviewing what we do in class is the most important. Students have to review the unit, particularly on listening
and vocabulary in order to accomplish well on the quiz done after each unit finished.
2. Each unit offers the opportunities to think an issue critically. Students will be prepared to speak out for
the issue before they come to the class followed by the instructions from the teacher.

５.教科書
Project Success 4
By Susan Gaer, Sarah Lynn
（Peason）

６.参考書
None

７.成績評価の方法
Quiz（6-9）--------------------60%（各 15%）
Speech Draft-----------------------20%
Presentation -----------------------20%

８.その他
The content「授業内容」might be changed slightly depending on the number of students & the level.
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English Skills ＡⅡ（中級）

ジョーンズ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】 The focus will be on content based English to help the students engage in speaking and listening
skills.
【到達目標】The goal of the class is to help the students improve their listening and vocabulary skills and given
them a chance at communicating in English

２.授業内容
(Content covered subject to change) The theme for the course is useful English when travelling.
Week 1 – Introduction to the course of studies.
Week 2 – Discussion of the topics ahead.
Week 3 – More work on transportation Buses.
Week 4 – Should we cycle more?
Week 5 – Introduction to hotels?
Week 6 – Different kinds of hotels.
Week 7 – The most expensive hotel in the world!
Week 8 – The rise and rise of Airbnb
Week 9 – Researching a place to stay when travelling?
Week 10 – A look at your teacher’s travel.
Week 11 – How to travel on the cheap.!
Week 12 –Koji travels in a part of Britain – his experiences.
Week 13 – Eco and sustainability with regard to the tourism industry.
Week 14 – Summation of the course final coursework.

３.履修上の注意
Be sure to download the video and the necessary print for every lesson. Be sure to do all the assignments by the
deadlines.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Before the lessons, review the previous lessons. Be sure to study all new vocabulary after the lesson.

５.教科書
No Textbook will be used. Handouts and videos will be uploaded to Oh-o! Meiji.

６.参考書
Internet and recommended sources.

７.成績評価の方法
Teacher Points = 100 x 10% = 10
Class Handouts = 100 x 15% = 15
Weekly Listening Report = 100 x 25% = 25
Written Assignments = 100 x 25% = 25
Video Assignments = 100 x 25% = 25

８.その他
Good luck with your studies. Stay safe, well and happy. Study hard and you will learn more!
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English Skills ＡⅡ（上級）

ミーハン

ケヴィンＰ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The objective of the course is develop students English through meaningful discussion. This class will integrate
reading, listening practice, and vocabulary building into all topic discussions. The course's integrated approach
encourages students to share and compare different points of view on a wide range of topical issues and guides
them towards successful communication.

２.授業内容
１．Summer vacation
２．Crime and punishment
３．Japanese society
４．Human rights
５．Religions
６．Film and TV
７．Language
８．Poverty
９．War and Peace
10．Diet and nutrition
11．Green issues
12．Natural Disasters
13．Sexism
14．CM Presentations

３.履修上の注意
Students should attend class regularly and make an effort to speak in English. The effort that each student makes
is the most important factor in this class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students should attend class regularly and make an effort to speak in English. The effort that each student makes
is the most important factor in this class.

５.教科書
To be announced

６.参考書
Dictionary

７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of: Attendance (25%), Classwork (25%), Homework (25%), C M presentation a(25%).
There is an absence limit of 30% of classes and a lateness limit of 20 minutes.

８.その他
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English Skills ＡⅡ（SPICE）

ドウ，ティモシー

Ｊ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The purpose of this course is for students to learn the necessary skills to integrate various sources of information
when discussing issues with a group of their peers. Most issues and discussion topics will be decided by groups
and/or the class. In class, students will engage with a variety of short texts in order to examine an issue from
a variety of angles. Students will also learn and use a variety of new vocabulary and interactive skills to enhance
the effectiveness of their communicative abilities. There will also be some focus on grammar and pronunciation.
Special attention will be paid to the language and skills necessary for successful interactions in small group
discussions in both social and academic settings.

２.授業内容
第１回：Introduction: Autonomy and Language Learning
第２回：Discussions: Language Learning Goals
第３回：Language Skills: Giving Detailed Answers
第４回：Self-Efficacy
第５回：Discussions: Working Conditions
第６回：Language Skills: Asking for More Information
第７回：Motivation
第８回：Discussions: Multiculturalism
第９回：Language Skills: Hedging an Opinion
第 10 回：Vocabulary
第 11 回：Discussions: Corporate Social Responsibility
第 12 回：Language Skills: Challenging a Speaker's Idea
第 13 回：Multiword Units
第 14 回：Discussions: Independent Research

３.履修上の注意
Grading for this course will be based on both preparation for in-class communicative activities, and students’
performance in those activities.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will be required to complete homework assignments before classes.

５.教科書
No textbook is required. The teacher will provide reading materials.

６.参考書
Students may bring a dictionary (paper or electronic).

７.成績評価の方法
Homework assignments will count for 50% of the final grade, and performance on in class communication tests will
count for 50% of the final grade.

８.その他
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English Skills ＡⅡ（駿河台開講）

ガードナー

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
In this course students will be given the opportunity to improve their ability to communicate in everyday, reallife situations from friendly encounters, travel to business meeting and appointments. Classes involve pair and
group work, listening and question exercises with the goal or formulating strategies for better understanding of
everyday expressions, learning to form better questions, creating natural responses as well as developing better
topics for conversation, introductions and explanations
This course is conducted in English. The goal of this course is to offer students the tools and skills to improve
their basic communication skills in English and their basic “people skills” so that they might become better
communicators in both personal and professional encounters.
To accomplish this goal, students will have the opportunity to improve their skills by speaking and working in
English, listening, reading and writing in English.
*Please note-In these unusual times it is important that students and instructors both feel comfortable with their
leaning environment. Therefore IF students feel the need to combine face-to-face classes with an on demand style
class (accessing class materials and turning in assignments online)— with the PRIOR AGREEMENT from the instructor
of the class, Mr Steve Gardner, something might be worked out. Students MUST contact the instructor first. We will
try our best to to work together to offer the best and safest class that we can.
Finally, it is important for all of us to remember that each of us is unusual, unique and tough! Let's work
together to do our best.

２.授業内容
ALL class materials, links and PDF files can be found on the Oh Meiji website for this class.
(1) Video # 1B Study tips to Succeed IN REAL LIVE and Online
(2) Video # 2B Habits of Successful People TOPICS
(3) Video # 3B (13) Values in the Workplace Shen’s Boss (Critical reading and Listening)
(4) Video # 4B Career Choices (Values 18)
(5) **CLASS #5* REVIEW CLASS OF #1-#4
(6) Video # 5B WHO PAYS? (Values 18)
(7) Video # 6B SEVEN BILLION WHO IS MOST TYPICAL
(8) Video # 7B Shark Attack story by Richard E. Grant
(9) Video # 8B Story Board, Stick Figures and Presentation
(10) **CLASS #10 *REVIEW CLASS OF #5-8
(11) Video # 9B Cause and Effect 2B (review and up-date)
(12) Video # 10B How to Improve YOUR English Listening Skills
(13) Video # 11B LISTENING PRACTICE-Three TOFEL STYLE Listening Exercises with Questions and Answers
(14) Video # 12B READING PRACTICE QUIZ FOR TOFEL 10 QUESTIONS AND ANSWERS
(15) **Class #15*FINAL REVIEW OF SKILLS LEARNED
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com

３.履修上の注意
The goal of this course is for students to improve and develop reading, discussion, THINKING and vocabulary skills.
We will use videos and other images to reinforce our goals. [b]YOU will be expected to participate[/b] in the
sharing of visual images as you report or present projects or assignments.
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com
Remember that it is said, “Luck is what happens when preparation meets opportunity.”

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will need to have a working knowledge of English, should be prepared to listen, read, make questions and
speak in class. Assignments and in-class exercises are usually done in small groups of two or three in order to
promote discussion in English. Materials will be provided by the instructor. Class activities will be reviewed
aprox. every two to three weeks by the instructor. Some presentations will be required. There will also be test
on material covered.

５.教科書
Study Materials provided by the instructor in class. Study Materials and video links will be provided by the
instructor.

６.参考書
Study Materials and video links will be provided by the instructor. All will be available on the Oh Meiji website
for this class. If you have questions please contact directly: Steve Gardner-email: bluzzz2u@yahoo.com
Students will need a good English Dictionary.

７.成績評価の方法
Grading for this course is based on the quality and completion of the assigned work (80%) along with the student’s
willingness to improve their communication abilities, contact and participation (20%). *(This means that students
are responsible for their grade, must do the work as well as strive to communicate with the instructor and other
members of the class.)
Each completed assignment will be graded and returned to the student with comments or will be graded in class and
discussed.
Student Grade based on the fore mentioned factors and number of completed assignments: Grade of S-at least 10 well
completed assignments ; A-at least 9 well completed assignments; B-at least 8 well completed assignments; C-at
least 7 well completed assignments; F-6 or fewer completed assignments.

８.その他
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com
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English Skills ＢⅠ（基礎）

中野

里美

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 reading と writing の運用能力を高める。文章を読む際に書くことを意識しながら読むことで，書くポイント
が理解できて，また表現を多く知り，ストックを集めていくことで実用的な表現へとつなげることが出来るようにします。英
語を読む，書くことの苦手意識を取り除くことがまず１つ。２つめは自分の考えを持つことを促していきます。
【到達目標】
reading には TOEIC reading や英文記事なども取り入れて実用に対応がきくよう基礎力を確実につけること。様々な英文をよ
り多く読むことで英文に慣れること。自分の意見を持つこと。テキストから派生した英字新聞の記事なども表現を参考にし，
意見をまとめられること。

２.授業内容
毎回ウォーミングアップとして，TOEIC reading をプリントにて用意します。解答を回収したら，こちらですべて解説。要点を
自分で確認していきましょう。次にテキストの内容を目の情報だけでなく，耳からの情報よっても把握し，その章の表現を確
認して，自分の意見をまとめます。
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

a： イントロダクション
b： 簡単なリーディング，ライティング
TOEIC reading, Civilian Drones
TOEIC reading, Civilian Drones 2
TOEIC reading, Reading While Young
TOEIC reading, Reading While Young 2
TOEIC reading, Intelligent Assistance
TOEIC reading, Intelligent Assistance 2
TOEIC reading, Keeping It Clean
TOEIC reading, Keeping It Clean 2
TOEIC reading, Manners in Public
TOEIC reading, Manners in Public 2
TOEIC reading, Which news Is Fake?
TOEIC reading, Which news Is Fake? 2
a： まとめ
b： 試験

３.履修上の注意
予習が必須です。出席を毎回確認します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：内容を把握してくること。分かる点や分からない点を見つけておけば，授業内で解消しやすいでしょう。
復習：ＴＯＥＩＣ reading で知らなかった単語を覚え，文法事項を確認しましょう。

５.教科書
プリントを配布します。

６.参考書
授業内でお知らせします。

７.成績評価の方法
欠席４回以上（４回含む）をもって，評価の対象外とする。遅刻も授業開始 15 分以降の入室からとし，３回目の遅刻は欠席１
回に換算する。なお，病欠，公欠，忌引きなどは，日付が確認でき，かつ本人のものと証明できるものがあれば，例外とする。
長文を読み慣れていない人には予習が必須です。遅刻も遅延証明書（スマホによるものは不可）を認めます。
ＴＯＥＩＣ reading ディスカッション＆ライティング 50％
期末試験 50％

８.その他
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English Skills ＢⅠ（基礎）

鈴木

幸

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The purpose of this class is to enhance your ability to read and listen to familiar/social issues, and also to
speak and write about personal opinions in English.
Objectives to be achieved:
1. To be able to understand problems we face in English.
2. To be able to express personal opinions in English.
3. To enhance overall English proficiency.

２.授業内容
１．a: Introduction
b: Unit 1: Sports and Fitness （Reading A）
２．Unit 1: Sports and Fitness （Reading B）
３．Unit 1: Sports and Fitness （Video）
４．Unit 2: Skin Deep （Reading A）
５．Unit 2: Skin Deep （Reading B）
６．Unit 2: Skin Deep （Video）
７．Unit 3: Animals in Danger （Reading A）
８．Unit 3: Animals in Danger （Reading B）
９．Unit 3: Animals in Danger （Video）
10．Unit 4: Violent Earth （Reading A）
11．Unit 4: Violent Earth （Reading B）
12．Unit 5: Islands and Beaches （Reading A）
13．Unit 5: Islands and Beaches （Reading B）
14．a: Examination
b: Review

３.履修上の注意
Students are supposed to actively participate in classroom activities and discussions.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students are supposed to prepare for each class, quiz and assignment.

５.教科書
Nancy Douglas and David Bohlkel, Reading Explorer 3, 3rd ed., Cengage Learning, 2020.
Please be careful not to buy 2nd edition.
We use the latest one: 3rd, revised in 2020.

６.参考書
None.

７.成績評価の方法
Contribution to the class: 20%
Quiz: 20%
Assignment: 20%
Exam: 40%

８.その他
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English Skills ＢⅠ（中級）

鈴木

雅子

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
この授業では様々な社会的話題についての読解を中心に学ぶ。文章の構成の理解，批判的思考による内容の理解と分析，語
彙の学習を主に行い，適宜マルチメディア教材を用いたディスカッションやライティングによるアウトプットも行う。ある程
度アカデミックな内容をパラグラフ毎の要点を整理しながら読み進め全体像を理解できるようにすることを目標とする。また，
内容を鵜呑みにするのではなく批判的に読み解き自分の意見を形成し適切な英語で表現する助けとしたい。

２.授業内容
3 週間に 1Unit のペースで学習を進める。概ね 3 週間のうちの最初の週に Reading1，翌週に Reading2 を扱い，最後の週に
Critical Thinking Strategy と Writing Skill のセクションを学ぶサイクルとする。
第１回：Course Introduction & Unit1-Reading1
第２回：Unit1-Reading2
第３回：Unit1-Critical Thinking & Writing
第４回：Unit2-Reading1
第５回：Unit2-Reading2
第６回：Unit2-Critical Thinking & Writing
第７回：Test1 （Unit1&2）
第８回：Unit3-Reading1
第９回：Unit3-Reading2
第 10 回：Unit3-Critical Thinking & Writing
第 11 回：Unit4-Reading1
第 12 回：Unit4-Reading2
第 13 回：Unit4-Critical Thinking & Writing
第 14 回：Test2 （Unit3&4）

３.履修上の注意
英英辞書を毎週必ず授業に持ってきてください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
教科書の指定された箇所を読んでくること。iQ Online Practice の指定された問題を解いてくること。

５.教科書
Debra Daise and Charl Norloff. Q: Skills for Success Level 4 Reading and Writing Student Book with iQ Online
Practice [Third Edition]. Oxford University Press. （ISBN: 978-0-19-490395-0）

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
Test （1）: 25%
Test （2）: 25%
Assignment: 10%
In-Class Participation: 40%
欠席が 3 回を越える場合（3 欠席 1 遅刻含む）は評価の対象外とします。病欠，公欠などやむを得ない事情がある場合はそれを
証明できるものを持参してください。15 分以上の遅刻 2 回は１回分の欠席として扱います。
また，毎週課題のダイアグラムを提出して貰い，宿題点として加算します。

８.その他
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English Skills ＢⅠ（中級）

鈴木

幸

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The purpose of this class is to enhance your ability to read and listen to familiar/social issues, and also to
speak and write about personal opinions in English.
Objectives to be achieved:
1. To be able to understand problems we face in English.
2. To be able to express personal opinions in English.
3. To enhance overall English proficiency.

２.授業内容
１．a: Introduction
b: Unit 1: Images of Life （Reading A）
２．Unit 1: Images of Life （Reading B）
３．Unit 1: Images of Life （Video）
４．Unit 2: Natural Attraction （Reading A）
５．Unit 2: Natural Attraction （Reading B）
６．Unit 2: Natural Attraction （Video）
７．Unit 3: Food and Health （Reading A）
８．Unit 3: Food and Health （Reading B）
９．Unit 3: Food and Health （Video）
10．Unit 4: Design and Engineering （Reading A）
11．Unit 4: Design and Engineering （Reading B）
12．Unit 5: Human Journey （Reading A）
13．Unit 5: Human Journey （Reading B）
14．a: Examination
b: Review

３.履修上の注意
Students are supposed to actively participate in classroom activities and discussions.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students are supposed to prepare for each class, quiz and assignment.

５.教科書
Paul Macintyre and David Bohlkel, Reading Explorer 4, 3rd ed., Cengage Learning, 2020.
Please be careful not to buy 2nd edition.
We use the latest one: 3rd, revised in 2020.

６.参考書
None.

７.成績評価の方法
Contribution to the class: 20%
Quiz: 20%
Assignment: 20%
Exam: 40%

８.その他
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English Skills ＢⅠ（中級）

奥田

博子

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
英文読解力に，随時，ディスカッションやライティングも加えて実践的かつ総合的な英語コミュニケーション能力の向上を目
指します。リーディングの基本となる語彙力を磨き，さまざまなスタイルの英文を読むことで英文エッセイの基本的な構成を
習熟します。
【到達目標】
英文読解力の基礎固めを行い，英文エッセイのスタイルや構成に関する理解を深め，さらに時事問題についても英語で考え，
表現できるようになることを目標とします。

２.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

Introduction
Unit 14 Identifying text organization
Unit 10 Understanding the main idea
Unit 2 Identifying the topic
Unit 4 Identifying meaning
Unit 7 Inferring meaning
Test (1) & Review
Unit 2 Identifying the topic
Unit 16 Separating fact and opinion
Unit 5 Scanning
Unit 11 Skimming
Unit 15 Selecting
Unit 8 Understanding the main idea
Test (2), Review & Sum-Up

３.履修上の注意
欠席が４回を越える場合（４欠席１遅刻含む）は評価の対象外となります（病欠，公欠などやむを得ない事情がある場合はそ
れを証明できるものを提示してください）
。
１５分以上の遅刻２回は１回分の欠席として取り扱います。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業を振り返り，不明な点があれば次の授業で質問してください。また，次の回の内容について教科書に目を通しておいてく
ださい。

５.教科書
Craven, M. （2009）. Reading Keys: Skills and strategies for effective reading. New Edition. Oxford, UK: Macmillan,
2009.

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
（ペアワークやグループワークを含む）授業への参加度（30％）
、提出課題（30％）
、Test (1) (20％)、Test (2)(20％)によっ
て、総合的に成績評価をします。

８.その他
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English Skills ＢⅠ（中級）

宇野

雅章

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
『JAPAN TIMES ALPHA』の news 記事(national/international)を読む。
到達目標は、基本的な英語読解能力（これが身につけば、さまざまな英語能力資格試験においても実践的な力となる）と「世
界を知る」ための視点の涵養である。

２.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

当講義の概要・使用教材の説明
英字新聞・雑誌の読み方・概説
英文記事を読む・その１
英文記事を読む・その２
英文記事を読む・その３
英文記事を読む・その４
英文記事を読む・その５
英文記事を読む・その６
英文記事を読む・その７
英文記事を読む・その８
英文記事を読む・その９
英文記事を読む・その 10
英文記事を読む・その 11
a:講義（春学期のまとめ）
b:試験

３.履修上の注意
英和（英英）辞典は必ず持参して、講義中はすぐに使用できるように準備しておくこと。
携帯電話やノートパソコン等インターネットに接続できる機器の授業中の使用は、授業担当者の許可がない限り、いかなる
目的であっても禁止します。
その他の注意事項に関しては、１回目の講義で伝えます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業内容に関しては、復習が中心になります。次週までに配布物を再読し、不明な点はすぐに講義担当者に質問するように
すること。

５.教科書
プリントを配布します。

６.参考書
特に定めない。

７.成績評価の方法
提出課題の成績 30－40%，学期末考査 60－70%。以上を 100 点満点で換算し，60 点未満の者には単位を認定しない（当学部の
規定通り）
。学生として課題に真摯に取り組む姿勢は最大限評価したい。

８.その他
英文読解（input）は，一見「地味」な作業ですが，英文の構造・理論を理解し，単語力を身につけるためにもっとも有効な
学習のひとつです。この学習を礎にすれば，他講座で学習するであろう英会話・英作文などの「発信力」
（output）の強化にも
つながると思います。
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English Skills ＢⅠ（中級）

宮本

正治

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
英文の大意を早く把握する練習をすることを目的とする。
テキストを精読するが，受講生はあらかじめパラグラフごとのトピックとなるセンテンスを発見し，大意を発表できるよう
準備しておく。
以上の練習を通じて，英文エッセイの基本的な構成に慣れていき，読解に必要な考え方を身につけることを目標とする。最
終的には，テーマに対する自分なりの意見を持ち，発表することも目標とする。そのため会話文に慣れるよう適宜リスニング
の練習も行う。

２.授業内容
授業では，現代社会の問題に関するテキストを使います。
教室では，教材の内容を正確に把握できているか確認しつつ，グループワークや講師との対話などを通して，内容に対する
理解を深めます。英文構造の確認は必要に応じて行います。
最終的には，それぞれの意見を発表してもらう予定です。どんな意見を述べるのも自由ですが，ただし分析や議論の根拠も
必要です。そのためにも日頃から新聞やテレビ，インターネットで情報や資料を収集するようにします。
また，テキストだけでなく，その他の資料を見て，批判的に分析し，考え，意見を持つ訓練もしたいと考えています。
どの unit を読むかはあくまで目安です。受講生の興味関心を考慮しながら決めたいと思います。
第１週：イントロダクション
第２週：テキスト unit１
第３週：テキスト unit２
第４週：発表（１）
第５週：テキスト unit３
第６週：テキスト unit４
第７週：発表（２）
第８週：テキスト unit５
第９週：テキスト unit６
第 10 週：発表（３）
第 11 週：テキスト unit７
第 12 週：テキスト unit８
第 13 週：発表（４）
第 14 週：学期まとめ講義および期末試験

３.履修上の注意
最初はどんな素朴な意見でもかまいません。積極的に発言する努力を評価します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎週，予習をチェックし，単語の小テストを行います。
常習的に予習をしてこない者は出席を認めないことがあります。

５.教科書
『新しい世界の読み方 Understanding Our New Challenges』
（成美堂）
内容に関連して，適宜プリントを配布する。

６.参考書
開講時に指示する。

７.成績評価の方法
試験 25％，レポート 25％，授業の予習および参加態度 50％

８.その他
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English Skills ＢⅠ（中級）

ジョーンズ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】The focus will be on content based English to help the students engage in reading, writing skills and
speaking skills
【到達目標】The goal of the class is to help the students improve their reading, writing skills and conversation
skillsby providing a rich and interesting content for them to study.

２.授業内容
(Content covered subject to change)
Week 1 – Introduction to the course of studies.
Week 2 – Learning and study tips.
Week 3 – Functional English Ordering at a restaurant.
Week 4 – Eating out.
Week 5 – Peoples’ food habits
Week 6 – The rise of Fast food.
Week 7 – Sport and health.
Week 8 – The Olympic Games in Tokyo
Week 9 – The history of the Olympic Games
Week 10 – Tips for fitness and health.
Week 11 – Weird Sports around the world
Week 12 – Musical tastes
Week 13 – Details on Musical Genre
Week 14 – Summation of the course and handing in final coursework.
Course content may change subject to the pace of the lesson and the interests of the students.

３.履修上の注意
Be sure to download the video and the necessary print for every lesson. Be sure to do all the assignments by the
deadlines.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Before the lessons, review the previous lessons. Be sure to study all new vocabulary after the lesson.

５.教科書
No Textbook will be used. Handouts and videos will be uploaded to Oh-o! Meiji.

６.参考書
Internet and recommended sources.

７.成績評価の方法
Teacher Points = 100 x 10% = 10
Class Handouts = 100 x 15% = 15
Weekly Reading Logs = 100 x 25% = 25
Written Assignments = 100 x 25% = 25
Video Assignments = 100 x 25% = 25

８.その他
Good luck with your studies. Stay safe, well and happy. Always try to do your best and you will be fine in this
class.
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English Skills ＢⅠ（上級）

鈴木

雅子

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
この授業では様々な社会的話題についての読解を中心に学ぶ。文章の構成の理解，批判的思考による内容の理解と分析，語
彙の学習を主に行い，適宜マルチメディア教材を用いたディスカッションやライティングによるアウトプットも行う。アカデ
ミックな内容をパラグラフ毎の要点や論理構造を整理しながら読み進め全体像を理解できるようにすることを目標とする。ま
た，内容を鵜呑みにするのではなく批判的に読み解き自分の意見を形成し適切な英語で表現する助けとしたい。

２.授業内容
3 週間に 1Unit のペースで学習を進める。概ね 3 週間のうちの最初の週に Reading1，翌週に Reading2 を扱い，最後の週に
Critical Thinking Strategy と Writing Skill のセクションを学ぶサイクルとする。
第１回：Course Introduction & Unit1-Reading1
第２回：Unit1-Reading2
第３回：Unit1-Critical Thinking & Writing
第４回：Unit2-Reading1
第５回：Unit2-Reading2
第６回：Unit2-Critical Thinking & Writing
第７回：Test1 （Unit1&2）
第８回：Unit3-Reading1
第９回：Unit3-Reading2
第 10 回：Unit3-Critical Thinkiing & Writing
第 11 回：Unit4-Reading1
第 12 回：Unit4-Reading2
第 13 回：Unit4-Critical Thinking & Writing
第 14 回：Test2 （Unit3&4）

３.履修上の注意
Please bring an English-English dictionary with you every week.
Three absences maximum. Coming late twice will count as an absence.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
教科書の指定された箇所を読んでくること。iQ Online Practice の指定された問題を解いてくること。

５.教科書
Nigel Caplan and Scott Douglas. Q: Skills for Success Level 5 Reading and Writing Student Book with iQ Online
Practice [Third Edition]. Oxford University Press. （ISBN: 978-0-19-490396-7）

６.参考書
None.

７.成績評価の方法
Test （1） 25%
Test （2） 25%
In-Class Participation 50%
Maximum three absences. A student who misses more than three classes cannot be graded. Coming late for more than
15 minutes will count as a half absence.

８.その他
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English Skills ＢⅠ（上級）

フーパー，ドナバン

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
This course is an English Skills course focusing mainly on the students’ reading and writing skills, though other
skills such as speaking skills and vocabulary-learning skills will also be covered. The aim of the course will be
to improve the students’ vocabulary knowledge in order to help them improve their reading and writing skills.
Students will be expected to read and discuss various reading passages showing their understanding and opinion
and to follow up by producing short written passages based on the topics they have read.

２.授業内容
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1 Animals - Reading Skills – Endangered Species
2 Animals – Vocabulary skills
3 Animals – Writing Skills – Comparison Essays
4 Customs – Reading Skills - Weddings
5 Customs – Vocabulary Skills - adjectives
6 Customs – Descriptive paragraphs
7 History – Reading skills - Museums
8 History – Vocabulary skills – academic vocab
9 History – Writing skills – Introductions
10 Transport – Reading skills – City Transport
11 Transport – Writing skills - Conclusions
12 Introduction of final paper
13 Organization of final paper
14 Final Paper"

３.履修上の注意
Students in this class will be expected to attend all classes and contribute to group and pair work activities.
The class will be held in English so students must be willing to try to express their ideas in English.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Review each lesson before the next class and comlete the homework assignment.

５.教科書
Unlock 3 Reading and Writing by Cambridge University Press

６.参考書
A good English to Japanese dictionary

７.成績評価の方法
Grades will be based on;
Attendance 30%
class participation 30%
an end of paper. 40%"

８.その他
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English Skills ＢⅠ（上級）

鈴木

幸

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The purpose of this class is to enhance your ability to read and listen to social issues, and also to speak and
write about personal opinions in English.
Objectives to be achieved:
1. To be able to understand social issues in English.
2. To be able to express personal opinions in English.
3. To enhance overall English proficiency.

２.授業内容
１．a: Introduction
b: Unit 1: Rise and Fall （Reading A）
２．Unit 1: Rise and Fall （Reading B）
３．Unit 1: Rise and Fall （Video）
４．Unit 2: High Achievers （Reading A）
５．Unit 2: High Achievers （Reading B）
６．Unit 2: High Achievers （Video）
７．Unit 3: Science and Progress （Reading A）
８．Unit 3: Science and Progress （Reading B）
９．Unit 3: Science and Progress （Video）
10．Unit 4: Saving Cities （Reading A）
11．Unit 4: Saving Cities （Reading B）
12．Unit 5: Energy Choices （Reading A）
13．Unit 5: Energy Choices （Reading B）
14．a: Examination
b: Review

３.履修上の注意
Students are supposed to actively participate in classroom activities and discussions.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students are supposed to prepare for each class, quiz and assignment.

５.教科書
David Bohlke, et al., Reading Explorer 5 , 3rd edition, Cengage Learning, 2020.
Please be careful not to buy 2nd edition.
We use the latest one: 3rd, revised in 2020.

６.参考書
None.

７.成績評価の方法
Contribution to the class: 20%
Quiz: 20%
Assignment: 20%
Exam: 40%

８.その他
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English Skills ＢⅠ（SPICE）

ヘイ，ウィリアム

Ａ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
This course is an English Skills course focusing mainly on the students’ reading and writing skills, though other
skills such as speaking skills and vocabulary-learning skills will also be covered. The aim of the course will be
to improve the students’ vocabulary knowledge in order to help them improve their reading and writing skills.
Students will be expected to read and discuss various reading passages showing their understanding and opinion
and to follow up by producing short written passages based on the topics they have read.

２.授業内容
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1 Animals - Reading Skills – Endangered Species
2 Animals – Vocabulary skills
3 Animals – Writing Skills – Comparisons
4 Customs – Reading Skills - Weddings
5 Customs – Vocabulary Skills - adjectives
6 Customs – Descriptive paragraphs
7 History – Reading skills - Museums
8 History – Vocabulary skills – academic vocab
9 History – Writing skills – Introductions
10 Transport – Reading skills – City Transport
11 Transport – Writing skills - Conclusions
12 Introduction of final paper
13 Organization of final paper
14 Final Paper

３.履修上の注意
Students in this class will be expected to attend all classes and contribute to group and pair work activities.
The class will be held in English so students must be willing to try to express their ideas in English.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Review each lesson before the next class and complete the homework assignment.

５.教科書
Unlock 3 Reading and Writing (2nd Edition) by Carolyn Westbrook and Lida Baker with Chris Sowton, Cambridge
University Press

６.参考書
A good English to Japanese dictionary

７.成績評価の方法
You will be assessed as follows:
Class participation 30%, Homework Assignments 30%, Extensive Reading 20% Final Written Assessment 20%

８.その他
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English Skills ＢⅠ（駿河台開講）

ガードナー

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
In this course students will be given the opportunity to improve their ability to communicate in everyday, reallife situations from friendly encounters, travel to business meeting and appointments. Classes involve pair and
group work, listening and question exercises with the goal or formulating strategies for better understanding of
everyday expressions, learning to form better questions, creating natural responses as well as developing better
topics for conversation, introductions and explanations
This course is conducted in English. The goal of this course is to offer students the tools and skills to improve
their basic communication skills in English and their basic “people skills” so that they might become better
communicators in both personal and professional encounters.
To accomplish this goal, students will have the opportunity to improve their skills by speaking and working in
English, listening, reading and writing in English.
*Please note-In these unusual times it is important that students and instructors both feel comfortable with their
leaning environment. Therefore IF students feel the need to combine face-to-face classes with an on demand style
class (accessing class materials and turning in assignments online)— with the PRIOR AGREEMENT from the instructor
of the class, Mr Steve Gardner, something might be worked out. Students MUST contact the instructor first. We will
try our best to to work together to offer the best and safest class that we can.
Finally, it is important for all of us to remember that each of us is unusual, unique and tough! Let's work
together to do our best.

２.授業内容
ALL class materials, links and PDF files can be found on the Oh Meiji website for this class.
(1) Video # 1B Study tips to Succeed IN REAL LIVE and Online
(2) Video # 2B Habits of Successful People TOPICS
(3) Video # 3B (13) Values in the Workplace Shen’s Boss (Critical reading and Listening)
(4) Video # 4B Career Choices (Values 18)
(5) **CLASS #5* REVIEW CLASS OF #1-#4
(6) Video # 5B WHO PAYS? (Values 18)
(7) Video # 6B SEVEN BILLION WHO IS MOST TYPICAL
(8) Video # 7B Shark Attack story by Richard E. Grant
(9) Video # 8B Story Board, Stick Figures and Presentation
(10) **CLASS #10 *REVIEW CLASS OF #5-8
(11) Video # 9B Cause and Effect 2B (review and up-date)
(12) Video # 10B How to Improve YOUR English Listening Skills
(13) Video # 11B LISTENING PRACTICE-Three TOFEL STYLE Listening Exercises with Questions and Answers
(14) Video # 12B READING PRACTICE QUIZ FOR TOFEL 10 QUESTIONS AND ANSWERS
(15) **Class #15*FINAL REVIEW OF SKILLS LEARNED
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com

３.履修上の注意
The goal of this course is for students to improve and develop reading, discussion, THINKING and vocabulary skills.
We will use videos and other images to reinforce our goals. [b]YOU will be expected to participate[/b] in the
sharing of visual images as you report or present projects or assignments.
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com
Remember that it is said, “Luck is what happens when preparation meets opportunity.”

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will need to have a working knowledge of English, should be prepared to listen, read, make questions and
speak in class. Assignments and in-class exercises are usually done in small groups of two or three in order to
promote discussion in English. Materials will be provided by the instructor. Class activities will be reviewed
aprox. every two to three weeks by the instructor. Some presentations will be required. There will also be test
on material covered.

５.教科書
Study Materials provided by the instructor in class. Study Materials and video links will be provided by the
instructor.

６.参考書
Study Materials and video links will be provided by the instructor. All will be available on the Oh Meiji website
for this class. If you have questions please contact directly: Steve Gardner-email: bluzzz2u@yahoo.com
Students will need a good English Dictionary.

７.成績評価の方法
Grading for this course is based on the quality and completion of the assigned work (80%) along with the student’s
willingness to improve their communication abilities, contact and participation (20%). *(This means that students
are responsible for their grade, must do the work as well as strive to communicate with the instructor and other
members of the class.)
Each completed assignment will be graded and returned to the student with comments or will be graded in class and
discussed.
Student Grade based on the fore mentioned factors and number of completed assignments: Grade of S-at least 10 well
completed assignments ; A-at least 9 well completed assignments; B-at least 8 well completed assignments; C-at
least 7 well completed assignments; F-6 or fewer completed assignments.

８.その他
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com
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English Skills ＢⅡ（基礎）

中野

里美

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】 reading と writing の運用能力を高める。文章を読む際に書くことを意識しながら読むことで，書くポイント
が理解できて，また表現を多く知り，ストックを集めていくことで実用的な表現へとつなげることが出来るようにします。英
語を読む，書くことの苦手意識を取り除くことがまず１つ。２つめは自分の考えを持つことを促していきます。
【到達目標】
reading には TOEIC reading や英文記事なども取り入れて実用に対応がきくよう基礎力を確実につけること。様々な英文をよ
り多く読むことで英文に慣れること。自分の意見を持つこと。テキストから派生した英字新聞の記事なども表現を参考にし，
意見をまとめられること。

２.授業内容
毎回ウォーミングアップとして，TOEIC reading をプリントにて用意します。解答を回収したら，こちらですべて解説。要点を
自分で確認していきましょう。次にテキストの内容を目の情報だけでなく，耳からの情報よっても把握し，その章の表現を確
認して，自分の意見をまとめます。
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

a： イントロダクション
b： 簡単なリーディング，ライティング
TOEIC reading, Food Self-sufficiency
TOEIC reading, Food Self-sufficiency 2
TOEIC reading, Whose Fish?
TOEIC reading, Whose Fish? 2
TOEIC reading, English: Necessary or Not?
TOEIC reading, English: Necessary or Not? 2
TOEIC reading, Career Education
TOEIC reading, Career Education 2
TOEIC reading, Hours Worked
TOEIC reading, Hours Worked 2
TOEIC reading, Gender Equality
TOEIC reading, Gender Equality 2
a： まとめ
b： 試験

３.履修上の注意
予習が必須です。出席を毎回確認します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：内容を把握してくること。分かる点や分からない点を見つけておけば，授業内で解消しやすいでしょう。
復習：ＴＯＥＩＣ reading で知らなかった単語を覚え，文法事項を確認しましょう。

５.教科書
プリントを配布します。

６.参考書
あれば授業内でお知らせします。

７.成績評価の方法
欠席４回以上（４回含む）をもって，評価の対象外とする。遅刻も授業開始 15 分以降の入室からとし，３回目の遅刻は欠席１
回に換算する。なお，病欠，公欠，忌引きなどは，日付が確認でき，かつ本人のものと証明できるものがあれば，例外とする。
長文を読み慣れていない人には予習が必須です。遅刻も遅延証明書（スマホによるものは不可）を認めます。
ＴＯＥＩＣ reading ディスカッション＆ライティング 50％
期末試験 50％

８.その他
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English Skills ＢⅡ（基礎）

鈴木

幸

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The same as the spring term, the purpose of this autumn one is to enhance your ability to read and listen to
familiar/social issues, and also to speak and write about personal opinions in English.
Objectives to be achieved:
1. To be able to understand problems we face in English.
2. To be able to express personal opinions in English.
3. To enhance overall English proficiency.

２.授業内容
１．Unit 6: Global Addictions （Reading A）
２．Unit 6: Global Addictions （Reading B）
３．Unit 7: Energy Solutions （Reading A）
４．Unit 7: Energy Solutions （Reading B）
５．Unit 8: Epic Engineering （Reading A）
６．Unit 8: Epic Engineering （Reading B）
７．Unit 9: High-Tech Solutions （Reading A）
８．Unit 9: High-Tech Solutions （Reading B）
９．Unit 10: All in the Mind （Reading A）
10．Unit 10: All in the Mind （Reading B）
11．Unit 11: Visual Pioneers （Reading A）
12．Unit 11: Visual Pioneers （Reading B）
13．Unit 12: Far Out （Reading A）
14．a: Examination
b: Review

３.履修上の注意
Students are supposed to actively participate in classroom activities and discussions.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students are supposed to prepare for each class, quiz and assignment.

５.教科書
Nancy Douglas and David Bohlke, Reading Explorer 3, 3rd ed., Cengage Learning, 2020.
Please be careful not to buy 2nd edition.
We use the latest one: 3rd, revised in 2020.

６.参考書
None.

７.成績評価の方法
Contribution to the class: 20%
Quiz: 20%
Assignment: 20%
Exam: 40%

８.その他
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English Skills ＢⅡ（中級）

宇野

雅章

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
春学期に引き続き、秋学期も英字新聞・週刊誌などの記事を読む。到達目標も、春学期同様であるが、さらなる発展を目指し
たい。

２.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

当講義の概要・使用教材の説明
英文記事を読む・その１
英文記事を読む・その２
英文記事を読む・その３
英文記事を読む・その４
英文記事を読む・その５
英文記事を読む・その６
英文記事を読む・その７
英文記事を読む・その８
英文記事を読む・その９
英文記事を読む・その 10
英文記事を読む・その 11
英文記事を読む・その 12
a:講義（秋学期のまとめ）
b:試験

３.履修上の注意
英和（英英）辞典は、必ず持参して、講義中はすぐに使用できるように準備しておくこと。
携帯電話やノートパソコン等インターネットに接続できる機器の授業中の使用は、授業担当者の許可がない限り、いかなる
目的であっても禁止します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業内容に関しては、復習が中心になります。次週までに配布物を再読し、不明な点はすぐに講義担当者に質問するように
すること。

５.教科書
プリントを配布します。

６.参考書
特に定めない。

７.成績評価の方法
提出課題の成績 30－40%，学期末考査 60－70%。以上を 100 点満点で換算し，60 点未満の者には単位を認定しない（当学部の
規定通り）
。学生として課題に真摯に取り組む姿勢は最大限評価したい。

８.その他
英文読解（input）は，一見「地味」な作業ですが，英文の構造・理論を理解し，単語力を身につけるためにもっとも有効な
学習のひとつです。この学習を礎にすれば，他講座で学習するであろう英会話・英作文などの「発信力」
（output）の強化にも
つながると思います。
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English Skills ＢⅡ（中級）

鈴木

幸

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The same as the spring term, the purpose of this autumn one is to enhance your ability to read and listen to
familiar/social issues, and also to speak and write about personal opinions in English.
Objectives to be achieved:
1. To be able to understand problems we face in English.
2. To be able to express personal opinions in English.
3. To enhance overall English proficiency.

２.授業内容
１．Unit 6: Money and Trade （Reading A）
２．Unit 6: Money and Trade （Reading B）
３．Unit 7: Group Behavior （Reading A）
４．Unit 7: Group Behavior （Reading B）
５．Unit 8: Investigations （Reading A）
６．Unit 8: Investigations （Reading B）
７．Unit 9: Rediscovering the Past （Reading A）
８．Unit 9: Rediscovering the Past （Reading B）
９．Unit 10: Healthy Living （Reading A）
10．Unit 10: Healthy Living （Reading B）
11．Unit 11: Green Solutions （Reading A）
12．Unit 11: Green Solutions （Reading B）
13．Unit 12: Earth and Beyond （Reading A）
14．a: Examination
b: Review

３.履修上の注意
Students are supposed to actively participate in classroom activities and discussions.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students are supposed to prepare for each class, quiz and assignment.

５.教科書
Paul Macintyre and David Bohlke, Reading Explorer 4, 3rd ed., Cengage Learning, 2020.
Please be careful not to buy 2nd edition.
We use the latest one: 3rd, revised in 2020.

６.参考書
None.

７.成績評価の方法
Contribution to the class: 20%
Quiz: 20%
Assignment: 20%
Exam: 40%

８.その他
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English Skills ＢⅡ（中級）

奥田

博子

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
英文表現力に，随時，ピアリビューやプレゼンテーションも加えて実践的かつ総合的な英語コミュニケーション能力の向上を
目指します。ライティングの基本となる語彙力を磨き，さまざまなスタイルの英文を書くことで英文ライティングの基本的な
構成を習熟します。
【到達目標】
英文表現力の基礎固めを行い，英文ライティングのスタイルや構成に関する理解を深め，さらに時事問題についても英語で考
え，表現できるようになることを目標とします。

２.授業内容
第１回：Introduction
第２回：Pre-Writing
第３回：The Structure of a Paragraph
第４回：The Development of a Paragraph
第５回：Opinion Paragraphs
第６回：Comparison/Contrast Paragraphs
第７回：The Mid-term Paper
第８回：Problem/Solution Paragraphs
第９回：The Structure of an Essay
第 10 回：Outlining an Essay
第 11 回：Introductions and Conclusions
第 12 回：Unity and Coherence
第 13 回：Essays for Examinations
第 14 回：The Final Paper

３.履修上の注意
欠席が４回を越える場合（４欠席１遅刻含む）は評価の対象外となります（病欠，公欠などやむを得ない事情がある場合はそ
れを証明できるものを提示してください）
。
１５分以上の遅刻２回は１回分の欠席として取り扱います。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業を振り返り，不明な点があれば次の授業で質問してください。また，次の回の内容について教科書に目を通しておいてく
ださい。

５.教科書
Zemach, D. & Ghulldu, L. （2020）. Writing essays: From paragraph to essay. Macmillan.

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
成績評価の方法：
（ペアワークやグループワークを含む）授業への参加度（30％）
，中間のライティング課題（初稿と改稿を合わ
せて 35％）
，期末のライティング課題（初稿と改稿を合わせて 35％）によって，総合的に成績評価をします。

８.その他
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English Skills ＢⅡ（中級）

鈴木

雅子

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
この授業では様々な社会的話題についての読解を中心に学ぶ。文章の構成の理解，批判的思考による内容の理解と分析，語
彙の学習を主に行い，適宜マルチメディア教材を用いたディスカッションやライティングによるアウトプットも行う。ある程
度アカデミックな内容をパラグラフ毎の要点を整理しながら読み進め全体像を理解できるようにすることを目標とする。また，
内容を鵜呑みにするのではなく批判的に読み解き自分の意見を形成し適切な英語で表現する助けとしたい。

２.授業内容
3 週間に 1Unit のペースで学習を進める。概ね 3 週間のうちの最初の週に Reading1，翌週に Reading2 を扱い，最後の週に
Critical Thinking Strategy と Writing Skill のセクションを学ぶサイクルとする。
第１回：Unit5-Reading1
第２回：Unit5-Reading2
第３回：Unit5-Critical Thinking & Writing
第４回：Unit6-Reading1
第５回：Unit6-Reading2
第６回：Unit6-Critical Thinking & Writing
第７回：Test1 （Unit5&6）
第８回：Unit7-Reading1
第９回：Unit7-Reading2
第 10 回：Unit7-Critical Thinking & Writing
第 11 回：Unit8-Reading1
第 12 回：Unit8-Reading2
第 13 回：Unit8-Critical Thinking & Writing
第 14 回：Test2 （Unit7&8）

３.履修上の注意
英英辞書を必ず毎週授業に持ってきてください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
教科書の指定された箇所を読んでくること。iQ Online Practice の指定された問題を解いてくること。

５.教科書
Debra Daise and Charl Norloff. Q: Skills for Success Level 4 Reading and Writing Student Book with iQ Online
Practice [Third Edition]. Oxford University Press. （ISBN: 978-0-19-490395-0）

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
Test （1） 25%
Test （2） 25%
Homework Assignment 10%
In-Class Participation 40%
欠席が 3 回を越える場合（3 欠席 1 遅刻含む）は評価の対象外とします。病欠，公欠などやむを得ない事情がある場合はそれを
証明できるものを持参してください。15 分以上の遅刻 2 回は１回分の欠席として扱います。また，毎週課題のダイアグラムを
提出して貰い，宿題点として加算します。

８.その他
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English Skills ＢⅡ（中級）

宮本

正治

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
英文の大意を早く把握する練習をすることを目的とする。
テキストを精読するが，受講生はあらかじめパラグラフごとのトピックとなるセンテンスを発見し，大意を発表できるよう
準備しておく。
以上の練習を通じて，英文エッセイの基本的な構成に慣れていき，読解に必要な考え方を身につけることを目標とする。最
終的には，テーマに対する自分なりの意見を持ち，発表することも目標とする。そのため会話文に慣れるよう適宜リスニング
の練習も行う。

２.授業内容
授業では，現代社会の問題に関するテキストを使います。
教室では，教材の内容を正確に把握できているか確認しつつ，グループワークや講師との対話などを通して，内容に対する
理解を深めます。英文構造の確認は必要に応じて行います。
最終的には，それぞれの意見を発表してもらう予定です。どんな意見を述べるのも自由ですが，ただし分析や議論の根拠も
必要です。そのためにも日頃から新聞やテレビ，インターネットで情報や資料を収集するようにします。
また，テキストだけでなく，その他の資料を見て，批判的に分析し，考え，意見を持つ訓練もしたいと考えています。
どの unit を読むかはあくまで目安です。受講生の興味関心を考慮しながら決めたいと思います。
第１週：イントロダクション
第２週：テキスト unit９
第３週：テキスト unit１０
第４週：発表（１）
第５週：テキスト unit１１
第６週：テキスト unit１２
第７週：発表（２）
第８週：テキスト unit１３
第９週：テキスト unit１４
第 10 週：発表（３）
第 11 週：テキスト unit１５
第 12 週：テキスト unit１６
第 13 週：発表（４）
第 14 週：学期まとめ

３.履修上の注意
最初はどんな素朴な意見でもかまいません。積極的に発言する努力を評価します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎週，予習をチェックし，単語の小テストを行います。
常習的に予習をしてこない者は出席を認めないことがあります。

５.教科書
『新しい世界の読み方 Understanding Our New Challenges』
（成美堂）
内容に関連して，適宜プリントを配布する。

６.参考書
開講時に指示する。

７.成績評価の方法
試験 25％，レポート 25％，授業の予習および参加態度 50％

８.その他
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English Skills ＢⅡ（中級）

ジョーンズ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
【授業概要 The focus will be on content based English to help the students engage in reading, writing skills and
speaking skills
【到達目標】 The goal of the class is to help the students improve their reading, writing skills and speaking
skills by providing a rich and interesting content for them to study.

２.授業内容
(Content covered subject to change)
Week 1 – Introduction to the course of studies.
Week 2 – Learning and study tips.
Week 3 – How to make a good first impression.
Week 4 – First impression in business.
Week 5 – The handshake as a greeting in covid days.
Week 6 – A look at the handshake greeting and vocabulary building.
Week 7 – Greetings and introductions.
Week 8 – The differences between formal and informal meetings.
Week 9 – Giving and receiving business cards.
Week 10 – Introduction to the world or work.
Week 11 – Researching and writing about a job you would like to get one day.
Week 12 – The structure of an economy.
Week 13 – How to write a killer resume.
Week 14 – Summation of the course and handing in final coursework.

３.履修上の注意
Be sure to download the video and the necessary print for every lesson. Be sure to do all the assignments by the
deadlines.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Before the lessons, review the previous lessons. Be sure to study all new vocabulary after the lesson.

５.教科書
No Textbook will be used. Handouts and videos will be uploaded to Oh-o! Meiji.

６.参考書
Internet and recommended sources.

７.成績評価の方法
Teacher Points = 100 x 10% = 10
Class Handouts = 100 x 15% = 15
Weekly Reading Logs = 100 x 25% = 25
Written Assignments = 100 x 25% = 25
Video Assignments = 100 x 25% = 25

８.その他
Good luck with your studies. Stay safe, well and happy. Study hard and you will learn more!
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English Skills ＢⅡ（上級）

鈴木

雅子

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
この授業では様々な社会的話題についての読解を中心に学ぶ。文章の構成の理解，批判的思考による内容の理解と分析，語
彙の学習を主に行い，適宜マルチメディア教材を用いたディスカッションやライティングによるアウトプットも行う。アカデ
ミックな内容をパラグラフ毎の要点や論理構造を整理しながら読み進め全体像を理解できるようにすることを目標とする。ま
た，内容を鵜呑みにするのではなく批判的に読み解き自分の意見を形成し適切な英語で表現する助けとしたい。

２.授業内容
3 週間に 1Unit のペースで学習を進める。概ね 3 週間のうちの最初の週に Reading1，翌週に Reading2 を扱い，最後の週に
Critical Thinking Strategy と Writing Skill のセクションを学ぶサイクルとする。
第１回：Unit5-Reading1
第２回：Unit5-Reading2
第３回：Unit5-Critical Thinking & Writing
第４回：Unit6-Reading1
第５回：Unit6-Reading2
第６回：Unit6-Critical Thinking & Writing
第７回：Test1 （Unit5&6）
第８回：Unit7-Reading1
第９回：Unit7-Reading2
第 10 回：Unit7-Critical Thinking & Writing
第 11 回：Unit8-Reading1
第 12 回：Unit8-Reading2
第 13 回：Unit8-Critical Thinking & Writing
第 14 回：Test2 （Unit7&8）

３.履修上の注意
Please bring an English-English dictionary with you every week.
Three absences maximum. Coming late twice counts as an absence.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
教科書の指定された箇所を読んでくること。iQ Online Practice の指定された問題を解いてくること。

５.教科書
Nigel Caplan and Scott Douglas. Q: Skills for Success Level 5 Reading and Writing Student Book with iQ Online
Practice [Third Edition]. Oxford University Press. （ISBN: 978-0-19-490396-7）

６.参考書
None.

７.成績評価の方法
Test（1） 25%
Test（2） 25%
In-Class Participation 50%
Maximum three absences. A student who misses more than three classes cannot be graded. Coming late for more than
15 minutes will count as a half absence.

８.その他
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English Skills ＢⅡ（上級）

フーパー，ドナバン

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
This course is an English Skills course focusing mainly on the students’ reading and writing skills, though other
skills such as speaking skills and vocabulary-learning skills will also be covered. The aim of the course will be
to improve the students’ vocabulary knowledge in order to help them improve their reading and writing skills.
Students will be expected to read and discuss various reading passages showing their understanding and opinion
and to follow up by producing short written passages based on the topics they have read.

２.授業内容
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1 Environment – Reading skills - Geography
2 Environment – Vocabulary skills – Topic Vocab
3 Environment – Writing skills – Topic sentences
4 Health – Reading skills – Keep Fit
5 Health – Vocabulary – Verb/Noun collocation
6 Health – Writing – Supporting sentences
7 Discoveries – Reading skills - Technology
8 Discoveries – Vocabulary - Prefixes
9 Discoveries – Writing – Editing
10 The Brain – Reading skills – Mind Control
11 The Brain – Vocabulary – Topic Vocab
12 The Brain – Writing Skills – Paragraph essay
13 Introduction Paper 2
14 Final Draft Paper 2

３.履修上の注意
Students in this class will be expected to attend all classes and contribute to group and pair work activities.
The class will be held in English so students must be willing to try to express their ideas in English.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Review the previous class and prepare all homework assignments.
PC.

５.教科書
Unlock 3 Reading and Writing by Cambridge University Press

６.参考書
A good English to Japanese dictionary

７.成績評価の方法
Grades will be based on;
Attendance 30%
class participation 30%
Course papers. 40%

８.その他
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Also

you will be expected to be able to use a

English Skills ＢⅡ（上級）

鈴木

幸

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
The same as the spring term, the purpose of this autumn one is to enhance your ability to read and listen to
social issues, and also to speak and write about personal opinions in English.
Objectives to be achieved:
1. To be able to understand social issues in English
2. To be able to express personal opinions in English.
3. To enhance overall English proficiency.

２.授業内容
１．Unit 6: Survival and Protection （Reading A）
２．Unit 6: Survival and Protection （Reading B）
３．Unit 7: Human Body （Reading A）
４．Unit 7: Human Body （Reading B）
５．Unit 8: Social Behavior （Reading A）
６．Unit 8: Social Behavior （Reading B）
７．Unit 9: Creativity （Reading A）
８．Unit 9: Creativity （Reading B）
９．Unit 10: New Discoveries （Reading A）
10．Unit 10: New Discoveries （Reading B）
11．Unit 11: Cultural Encounters （Reading A）
12．Unit 11: Cultural Encounters （Reading B）
13．Unit 12: Precious Resources （Reading A）
14．a: Examination
b: Review

３.履修上の注意
Students are supposed to actively participate in classroom activities and discussions.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students are supposed to prepare for each class, quiz and assignment.

５.教科書
David Bohlke, et al., Reading Explorer 5, 3rd edition, Cengage Learning, 2020.
Please be careful not to buy 2nd edition.
We use the latest one: 3rd, revised in 2020.

６.参考書
None.

７.成績評価の方法
Contribution to the class: 20%
Quiz: 20%
Assignment: 20%
Exam: 40%

８.その他
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English Skills ＢⅡ（SPICE）

ヘイ，ウィリアム

Ａ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
This course is an English Skills course focusing mainly on the students’ reading and writing skills, though other
skills such as speaking skills and vocabulary-learning skills will also be covered. The aim of the course will be
to improve the students’ vocabulary knowledge in order to help them improve their reading and writing skills.
Students will be expected to read and discuss various reading passages showing their understanding and opinion
and to follow up by producing short written passages based on the topics they have read.

２.授業内容
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1 Environment – Reading skills - Geography
2 Environment – Vocabulary skills – Topic Vocab
3 Environment – Writing skills – Topic sentences
4 Health – Reading skills – Keep Fit
5 Health – Vocabulary – Verb/Noun collocation
6 Health – Writing – Supporting sentences
7 Discoveries – Reading skills - Technology
8 Discoveries – Vocabulary - Prefixes
9 Discoveries – Writing – Editing
10 The Brain – Reading skills – Mind Control
11 The Brain – Vocabulary – Topic Vocab
12 The Brain – Writing Skills – Paragraph essay
13 Introduction Paper 2
14 Final Draft Paper 2

３.履修上の注意
Students in this class will be expected to attend all classes and contribute to group and pair work activities.
The class will be held in English so students must be willing to try to express their ideas in English.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Review the previous class and prepare all homework assignments.
PC.

Also, you will be expected to be able to use a

５.教科書
Unlock 3 Reading and Writing (2nd Edition) by Carolyn Westbrook and Lida Baker with Chris Sowton, Cambridge
University Press

６.参考書
A good English to Japanese dictionary

７.成績評価の方法
You will be assessed as follows:
Class participation 30%, Homework Assignments 30%, Extensive Reading 20% Final Written Assessment 20%

８.その他

358

English Skills ＢⅡ（駿河台開講）

ガードナー

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN111M

１.授業の概要・到達目標
In this course students will be given the opportunity to improve their ability to communicate in everyday, reallife situations from friendly encounters, travel to business meeting and appointments. Classes involve pair and
group work, listening and question exercises with the goal or formulating strategies for better understanding of
everyday expressions, learning to form better questions, creating natural responses as well as developing better
topics for conversation, introductions and explanations
This course is conducted in English. The goal of this course is to offer students the tools and skills to improve
their basic communication skills in English and their basic “people skills” so that they might become better
communicators in both personal and professional encounters.
To accomplish this goal, students will have the opportunity to improve their skills by speaking and working in
English, listening, reading and writing in English.
*Please note-In these unusual times it is important that students and instructors both feel comfortable with their
leaning environment. Therefore IF students feel the need to combine face-to-face classes with an on demand style
class (accessing class materials and turning in assignments online)— with the PRIOR AGREEMENT from the instructor
of the class, Mr Steve Gardner, something might be worked out. Students MUST contact the instructor first. We will
try our best to to work together to offer the best and safest class that we can.
Finally, it is important for all of us to remember that each of us is unusual, unique and tough! Let's work
together to do our best.

２.授業内容
ALL class materials, links and PDF files can be found on the Oh Meiji website for this class.
(1) Video # 1B Study tips to Succeed IN REAL LIVE and Online
(2) Video # 2B Habits of Successful People TOPICS
(3) Video # 3B (13) Values in the Workplace Shen’s Boss (Critical reading and Listening)
(4) Video # 4B Career Choices (Values 18)
(5) **CLASS #5* REVIEW CLASS OF #1-#4
(6) Video # 5B WHO PAYS? (Values 18)
(7) Video # 6B SEVEN BILLION WHO IS MOST TYPICAL
(8) Video # 7B Shark Attack story by Richard E. Grant
(9) Video # 8B Story Board, Stick Figures and Presentation
(10) **CLASS #10 *REVIEW CLASS OF #5-8
(11) Video # 9B Cause and Effect 2B (review and up-date)
(12) Video # 10B How to Improve YOUR English Listening Skills
(13) Video # 11B LISTENING PRACTICE-Three TOFEL STYLE Listening Exercises with Questions and Answers
(14) Video # 12B READING PRACTICE QUIZ FOR TOFEL 10 QUESTIONS AND ANSWERS
(15) **Class #15*FINAL REVIEW OF SKILLS LEARNED
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com

３.履修上の注意
The goal of this course is for students to improve and develop reading, discussion, THINKING and vocabulary skills.
We will use videos and other images to reinforce our goals. [b]YOU will be expected to participate[/b] in the
sharing of visual images as you report or present projects or assignments.
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com
Remember that it is said, “Luck is what happens when preparation meets opportunity.”

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will need to have a working knowledge of English, should be prepared to listen, read, make questions and
speak in class. Assignments and in-class exercises are usually done in small groups of two or three in order to
promote discussion in English. Materials will be provided by the instructor. Class activities will be reviewed
aprox. every two to three weeks by the instructor. Some presentations will be required. There will also be test
on material covered.

５.教科書
Study Materials provided by the instructor in class. Study Materials and video links will be provided by the
instructor.

６.参考書
Study Materials and video links will be provided by the instructor. All will be available on the Oh Meiji website
for this class. If you have questions please contact directly: Steve Gardner-email: bluzzz2u@yahoo.com
Students will need a good English Dictionary.

７.成績評価の方法
Grading for this course is based on the quality and completion of the assigned work (80%) along with the student’s
willingness to improve their communication abilities, contact and participation (20%). *(This means that students
are responsible for their grade, must do the work as well as strive to communicate with the instructor and other
members of the class.)
Each completed assignment will be graded and returned to the student with comments or will be graded in class and
discussed.
Student Grade based on the fore mentioned factors and number of completed assignments: Grade of S-at least 10 well
completed assignments ; A-at least 9 well completed assignments; B-at least 8 well completed assignments; C-at
least 7 well completed assignments; F-6 or fewer completed assignments.

８.その他
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com
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Speech & Debate Ａ

ジョーンズ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
This is a dynamic, learner centred class. The students will be comprehensively the centre of the learning process
through highly communicative lessons. There are several goals to this class:
To
To
To
To
To
To

build the students’ vocabulary.
enhance the students’ speaking and debating skills on a variety of world issues.
enable the students to express their opinions in an effective writing style.
understand and critically appreciate reading and listening on a wide variety of topics.
be able to source information to further arguments and debates.
use the internet for conversational activities.

At the end of the course, the students should be able to more effectively engage in sophisticated debates and
discussions on several topics of global interest and they will become more international in their outlook and
understanding. Please note that this class will be in English only.

２.授業内容
授業計画
１.：Introduction to the class of studies and getting to know each other.
２.：Rules both in the context of society and a class structure.
３.：Discussions and debates in the context of what it means to improve English ability.
４.：Examination of the process of making effective speeches.
５.：What do we learn from famous highly skilled people?
６.：Comparisons of effective learners and effective teachers.
７.：The use of the media for studying a second language.
８.：Examination of a case study regarding a sophisticated learner of Japanese.
９.：An introduction to the concept of Japanese work ethics.
10.：Discussion and debates on future employment plans.
11.：Introduction into what it is that Japanese companies look for in an employee.
12.：Case study of a worker employed by a large Japanese corporation.
13.：Aspects of Japanese company culture: Do as you’re told.
14.：Final summations and assessments of students work during the semester.
定期試験：Oral examination of the students on the variety of topics discussed over the course of the semester.

３.履修上の注意
It is not hard to get a good grade for this class if you keep perfect attendance and always attend the classes on
time. To get the top grade requires your best efforts. But if you really try hard, you can do it. Try not to miss
any lessons, if you do, you should check with a friend as to what you missed. Most lessons contain points that go
towards your grade, which is why you should not miss any lessons. MISSING A CLASS IS NOT AN EXCUSE FOR NOT DOING
HOMEWORK OR FOR NOT CATCHING UP ON WHAT YOU MISSED FROM THE CLASSES.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students need to review past week's lectures and make sure that they finish any homework set.

５.教科書
“Welcome to the class: Learner strategies and studying English” – handout produced by Roger Huw Jones. “Japanese
Work Ethics.” – handout produced by Roger Huw Jones.

６.参考書
“Conversation Questions for the ESL/EFL Classroom”
http://iteslj.org/questions/
“6 Tips to help ESL Students Give Killer Presentations.”
http://busyteacher.org/15526-how-to-give-killer-oral-presentations-6-tips.html

７.成績評価の方法
Teacher Points = 100 x 10% = 10
Class Handouts = 100 x 15% = 15
Weekly Vocabulary Logs = 100 x 25% = 25
Other Written Assignments = 100 x 25% = 25
Video Assignments = 100 x 25% = 25

８.その他
Please Please remember to bring a good dictionary to every lesson; these days it is possible to get a very good
smartphone dictionary app. Do not forget to bring your handouts to all the lessons. The class motto is: Always
try your best and never give up!
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Speech & Debate Ａ

鈴木

雅子

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
In this course, students are to make a short presentation every week.
Topics and skills to learn each week will be given based on the latest social issues. In the first half of this
course, we mainly learn about speech style and basic structure for public speech. In the second half, students
will practice more argumentative speeches. By the last phase of the course, students will be ready to enjoy debates
on public policies. Careful listening, audience adaptation and clarification of the aim of each speech make it
possible to express your ideas appropriately. We will practice verbal activities integrating listening, writing
and speaking skills at a time on various topics.
The course aims to let students build confidence in making 5 minute long speeches with clear logic and sufficient
eye-contact.

２.授業内容
Week 1:
Week 2:
Week 3:
Week 4:
Week 5:
Week 6:
Week 7:
Week 8:
Week 9:
Week10:
Week11:
Week12:
Week13:
Week14:

Warm Up （Taking a Side）
Reasoning
Evidence
Split
Ethical Cause
Pragmatic Analysis
Presentation (1)
Rebuttal
Practice Debate 1 （Rebuttal）
Comparison & Summary
Practice Debate 2 （Summary）
Presentation (2) （Preparation）
Presentation (2) （Prepared Debate）
Presentation (3) （Impromptu Debate）

３.履修上の注意
Please bring an English-English dictionary with you every week.
Maximum three absences are allowed and coming late twice counts as an absence.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Please work on worksheets distributed in class and come prepared to make speeches.

５.教科書
All materials will be distributed in class.

６.参考書
Michael Hood. Dynamic Presentations. Kinseido: Tokyo. 2016. （ISBN 978-4-7647-4029-7）
Hideaki Motegi et al. 2008. Debating the Issues. Tokyo: Macmillan Language House （ISBN 978-4-89585-408-5）

７.成績評価の方法
Presentation（1） 20％
Presentation（2） 20%
Presentation（3） 20%
In-Class Performance & Participation 30％
Homework Assignments 10%
Maximum three absences. A student who misses more than three classes cannot be graded. Coming late for more than
15 minutes

８.その他
Let’s enjoy exchanging ideas with others.
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Speech & Debate Ａ

アイルランド，ガリー

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
The aim of this course is to teach students the basic skills to be able to both discuss and debate topics in
English, and to be able to plan organize and deliver short presentations about some of those topics. The first
semester will focus mostly on the language and skills needed to discuss and debate in English, and the second
semester will focus mostly on the language and skills needed to create and present good presentation.
In the first semester, students will focus on critical thinking skills and will work in groups to research,
consider and discuss a range of topics. The language and skills needed to prepare for and take part in discussion
and debate will be taught throughout the course. At the end of each topic, students will take part in a short
discussion or debate. All of these discussions will be graded. The basics of expressing their ideas in presentations
will also be covered during this first semester.

２.授業内容
This
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

schedule and its content are subject to change.
1．Course introduction & explanation
2．Topic 1 Introduction to topic 1 and warm-up questions
3．Topic 1 Explanation of how to ask for and give opinions in English
4．Topic 1 Discussion 1
5．Topic 2 Introduction to topic 2 and warm-up questions
6．Topic 2 Explanation of how to agree and disagree in English
7．Topic 2 Discussion 2
8．Topic 3 Introduction to topic 3 and warm-up questions
9．Topic 3 Explanation of how to support reasons with evidence
10．Topic 3 Discussion 3
11．Topic 4 Introduction to topic 4 and warm-up questions
12．Topic 4 Explanation of how to challenge reasons
13．Topic 4 Preparation for final debate
14．Topic 4 Final discussion/debate

３.履修上の注意
Students must attend class regularly and make an effort to speak in English at all times. Proper participation
for all group and pair work activities is essential. The effort and participation that each student shows is the
most important factor in this class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Regular homework assignments and reviews will be given. Homework will be based around online assignments.

５.教科書
The English Course - Discussion Book 1. From The English Company
All students must buy a new copy of the textbook to be able to access the online web site.
The textbook will continue to be used in the second semester.
For the second semester, materials will also be used from The English Course - Presentation
These will be provided by the teacher.

Book 1.

６.参考書
７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of: Classroom effort and participation (40%), discussions and debate tests
(40%), Homework and quizzes (20%), There is an absence limit of 30% of classes and a lateness limit of 20 minutes.

８.その他
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Speech & Debate Ｂ

ジョーンズ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
This is a dynamic, learner centred class. The students will be comprehensively the centre of the learning process
through highly communicative lessons. There are several goals to this class:
To
To
To
To
To
To

build the students’ vocabulary.
enhance the students’ speaking and debating skills on a variety of world issues.
enable the students to express their opinions in an effective writing style.
understand and critically appreciate reading and listening on a wide variety of topics.
be able to source information to further arguments and debates.
use the internet for conversational activities.

At the end of the course, the students should be able to more effectively engage in sophisticated debates and
discussions on several topics of global interest and they will become more international in their outlook and
understanding.

２.授業内容
授業計画
１.：Introduction to the class of studies and learner strategy discussion.
２.：The mass media - introductory discussions and readings.
３.：Discussion of novels read and the benefits of reading.
４.：Television in everyday life. Do we watch too much TV?
５.：The pros and cons of the mass delivery of information through television.
６.：Comparative analysis of competing forms of mass media.
７.：Other mass media distractions in life and how they affect people.
８.：Comparison between British television and television in Japan.
９.：The development of the vast array of social media.
10.：Modern forms of mass media and their usage.
11.：Cell phones development and their pros and cons.
12.：Streaming TV; the death of television?
13.：The use of computers and other multi-media platforms.
14.：Final summations and assessments of students work during the semester.
定期試験：Oral examination of the students on the variety of topics discussed over the course of the semester.

３.履修上の注意
It is not hard to get a good grade for this class if you keep perfect attendance and always attend the classes on
time. To get the top grade requires your best efforts. But if you really try hard, you can do it. Try not to miss
any lessons, if you do, you should check with a friend as to what you missed. Most lessons contain points that go
towards your grade, which is why you should not miss any lessons. MISSING A CLASS IS NOT AN EXCUSE FOR NOT DOING
HOMEWORK OR FOR NOT CATCHING UP ON WHAT YOU MISSED FROM THE CLASSES.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students need to review previous lessons and make sure to complete any homework set.

５.教科書
“The Mass Media.” Handout produced by Roger Huw Jones. Other hands maybe used depending on the pace and interests
of the students.

６.参考書
“How to give the best speech or presentation in English.”
https://www.engvid.com/how-to-give-the-best-speech-or-presentation-in-english/
“ESL discussions.”
https://esldiscussions.com

７.成績評価の方法
Teacher Points = 100 x 10% = 10
Class Handouts = 100 x 15% = 15
Weekly Vocabulary Exercises = 100 x 25% = 25
Written Assignments = 100 x 25% = 25
Video Assignments = 100 x 25% = 25

８.その他
Please remember to bring a good dictionary to every lesson; these days it is possible to get a very good dictionary
app on your smartphone. Do not forget to bring your handouts to all the lessons. The class motto is: Discuss in
English, English and more English!

363

Speech & Debate Ｂ

鈴木

雅子

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
In this course, we mainly learn about interactive and argumentative speech and debate. In the first half of the
course, we focus on building a case with grounds and appropriate structure for more complex arguments. In the
second half of the course, we will learn how to critically evaluate speeches and cross-check the presented ideas.
At the end of the term, we aim to have quality debates with in-depth analysis. Careful listening, audience
adaptation and clarification of aims of each speech make it possible to express your ideas appropriately. We will
practice verbal activities integrating listening, writing and speaking skills at a time on various topics.
The course goal is to let students gain confidence in promptly rebutting and defending speeches.

２.授業内容
Week 1:
Week 2;
Week 3:
Week 4:
Week 5:
Week 6:
Week 7:
Week 8:
Week 9:
Week10:
Week11:
Week12:
Week13:
Week14:

Constructive Speech
Visualization
Ethics & Virtue
Principles
Measuring Cost & Benefit
Causes & Consequences
Presentation (1) (Speech)
Rebuttal With Superiority
Practice Debate 1 （Superiority）
Narrowing Down To A Few Clash Points （Summary）
Practice Debate 2 （Clash Points）
Presentation (2) (Preparation)
Presentation (2) （Prepared Debate）
Presentation (3) （Impromptu Debate）

３.履修上の注意
Please bring an English-English dictionary with you every week.
Maximum three absences are allowed and coming late twice counts as an absence.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Please work on worksheets distributed in class and come prepared to make speeches.

５.教科書
All materials will be provided in class.

６.参考書
Michael Hood. Dynamic Presentation. Kinseido: Tokyo. 2016. （ISBN 978-4-7647-4029-7）
Hideaki Motegi et al. 2008. Debating the Issues. Tokyo: Macmillan Language House （ISBN 978-4-89585-408-5）

７.成績評価の方法
Presentation（1） 20%
Presentation（2） 20%
Presentation（3） 20%
In-Class Performance & Participation 30%
Homework Assignments 10%
Maximum three absences. A student who misses more than three classes cannot be graded. Coming late for more than
15 minutes

８.その他
Let's enjoy exchanging ideas with others!
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Speech & Debate Ｂ

アイルランド，ガリー

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
The aim of this course is to teach students the basic skills to be able to both discuss and debate topics in
English, and to be able to plan organize and deliver short presentations about some of those topics. The first
semester will focus mostly on the language and skills needed to discuss and debate in English, and the second
semester will focus mostly on the language and skills needed to create and present good presentation.
In the first semester, students will focus on critical thinking skills and will work in groups to research,
consider and discuss a range of topics. The language and skills needed to prepare for and take part in discussion
and debate will be taught throughout the course. At the end of each topic, students will take part in a short
discussion or debate. All of these discussions will be graded. The basics of expressing their ideas in presentations
will also be covered during this first semester.

２.授業内容
This
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

schedule and its content are subject to change.
1．Course introduction & explanation
2．Topic 1 Introduction to topic 1 and warm-up questions
3．Topic 1 Explanation of how to ask for and give opinions in English
4．Topic 1 Discussion 1
5．Topic 2 Introduction to topic 2 and warm-up questions
6．Topic 2 Explanation of how to agree and disagree in English
7．Topic 2 Discussion 2
8．Topic 3 Introduction to topic 3 and warm-up questions
9．Topic 3 Explanation of how to support reasons with evidence
10．Topic 3 Discussion 3
11．Topic 4 Introduction to topic 4 and warm-up questions
12．Topic 4 Explanation of how to challenge reasons
13．Topic 4 Preparation for final debate
14．Topic 4 Final discussion/debate

３.履修上の注意
Students must attend class regularly and make an effort to speak in English at all times. Proper participation
for all group and pair work activities is essential. The effort and participation that each student shows is the
most important factor in this class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Regular homework assignments and reviews will be given. Homework will be based around online assignments.

５.教科書
The English Course - Discussion Book 1. From The English Company
All students must buy a new copy of the textbook to be able to access the online web site.
The textbook will continue to be used in the second semester.
For the second semester, materials will also be used from The English Course - Presentation
These will be provided by the teacher.

Book 1.

６.参考書
７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of: Classroom effort and participation (40%), discussions and debate tests
(40%), Homework and quizzes (20%), There is an absence limit of 30% of classes and a lateness limit of 20 minutes.

８.その他
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Critical Reading（中級）

根津

明広

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
Lessons will develop the language skills, critical thinking, and learning strategies required for academic success.
Using authentic and relevant content from National Geographic, including video, charts, and other infographics,
Pathways prepares students to work effectively and confidently in an academic environment.
Students will build essential academic literacy skills while encountering stories about real people and places
around the world. Through the class, students will also build global and cultural awareness, and develop learners’
understanding of important 21st century issues affecting us.
The class promotes the aspects of academic literacy;
1. Building new and key vocabulary from the text.
2. Explore the theme that promote critical way of other visions.
3. Visual literacy.
4. Critical thinking.
5. Classroom participation and collaboration skills.

２.授業内容
01. Course introduction
02. Information Design (1)
A. Think and Discuss B. Explore the Theme C.Preparing to
03. Information Design (2)
A. Understanding the Reading B. Developing Reading Skills
04. Information Design (3)
A. Exploring Written English B. Writing Task
05. Global Challengies (1)
A. Think and Discuss B. Explore the Theme C.Preparing to
06. Global Challengies (2)
A. Understanding the Reading B. Developing Reading Skills
07. Global Challengies (3)
A. Exploring Written English B. Writing Task
08. Medical Innovations (1)
A. Think and Discuss B. Explore the Theme C.Preparing to
09. Medical Innovations (2)
A. Understanding the Reading B. Developing Reading Skills
10. Medical Innovations (3)
A. Exploring Written English B. Writing Task
11. World Languages (1)
A. Think and Discuss B. Explore the Theme C.Preparing to
12. World Languages (2)
A. Understanding the Reading B. Developing Reading Skills
13. World Languages (3)
A. Exploring Written English B. Writing Task
14. Final Term Exam

Read D. Reading
C.Video

Read D. Reading
C.Video

Read D. Reading
C.Video

Read D. Reading
C.Video

３.履修上の注意
1. Each unit offers the opportunities to think an issue critically. Students will be prepared to speak out for
the issue before they come to the class followed by the instructions from the teacher.
2. To convey language skills suitable to any situation c

４.準備学習（予習・復習等）の内容
1. Reviewing what we do in class is the most important. Students have to review the unit, particularly on listening
and vocabulary in order to accomplish well on the quiz done after each unit finished.
2. Reviewing new and key vocabulary from the text.
To convey language skills suitable to any situation critically.
3. To learn how to write critically.

５.教科書
Pathways 4: Reading & Writing Split 4B with Online Workbook Access Code

６.参考書
Other Reading Materials will be provided by the teacher.

７.成績評価の方法
Quiz (4 Readings) 80% (20%each)
Final Task or Exam 20%

８.その他
Contact Info: akinezu@gmail.com
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Critical Reading（中級）

野川

浩美

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
title, headline, sub headline を手掛かりに，すばやく Main Idea と Supporting Idea を見つけることができるための
訓練をします。
key word, key phrase, context を利用して論理的な推論をたてながら読むことによりテキストを正確に解釈し，事実・一般
的な意見・著者の個人的な意見を識別できる読解力を養います。また，テキストの目的は何か，テキストは目的を果たしてい
るか，書かれている内容が事実に即しているか否か，著者の意見が個人的な見解に偏り過ぎていないか，著者の論に適切な根
拠・確固たる証拠があるかという視点で読み，そのテキストに対する何らかの評価・判断を試みます。
単語力を強化し，より多くの英語表現を身につけることはもちろんですが，英文による記事を通して見識を広め，読んだ内
容を自らのなかで租借し，をれを第三者に自分の言葉で伝えるとともに，意見を述べることができるようになることを最終目
標とします。
また，時間がある時にはテキスト以外の新聞記事や雑誌記事を読む予定です。

２.授業内容
教材として，幅広い分野を扱った記事を読み物に取り組む予定です。
（1）a. Introduction b. Read Current News
（2）Unit 1 A The Visual Village -- Read the Passage with Q & A / Reading Comprehension / Understanding Words with
Multiple Meanings / Vocabulary Practice
（3）Unit 1 B My Journey in Photographs-- Read the Passage with Q & A / Reading Comprehension / Scanning for
Information (1) / Vocabulary Practice
（4）Unit 2 A Living Light -- Read the Passage with Q & A / Reading Comprehension / Summarizing (1) / Vocabulary
Practice
（5）Unit 2 B Feathers of Love-- Read the Passage with Q & A / Reading Comprehension / Identifying Figurative
Language / Vocabulary Practice
（6）Unit 3 A How Safe Is Our Food? -- Read the Passage with Q & A / Reading Comprehension / Recognizing Cause and
Effect Relationship (1) / Vocabulary Practice
（7）Unit 3 B The Battle for Biotech -- Read the Passage with Q & A / Reading Comprehension / Evaluating Arguments
/ Practice
（8）Unit 4 A Design by Nature: Biomimetics / Read the Passage with Q & A / Reading Comprehension / Scanning for
Information (2) / Vocabulary Practice
（9）Unit 4 B
Weaving the Future -- Read the Passage with Q & A / Reading Comprehension / Recognizing Lexical
Cohesion / Vocabulary Practice
（10）Unit 5 A The DNA Trail -- Read the Passage with Q & A / Reading Comprehension / Synthesizing Information /
Vocabulary Practice
（11）Unit 5 B Fantastic Voyage -- Read the Passage with Q & A / Reading Comprehension / Distinguish Fact from
Speculation/ Vocabulary Practice
（12）Unit 6 A How Money Made Us Modern -- Read the Passage with Q & A / Reading Comprehension / Understanding
the Function of Sentences / Vocabulary Practice
（13）Unit 6 B The Rise of Virtual Money -- Read the Passage with Q & A / Reading Comprehension / Summarizing
(2) / Vocabulary Practice
（14）a: まとめ b: 試験 / 正答・解説

３.履修上の注意
クラスメイトのテキスト分析・評価を参考にすることも重要ですので，欠席しないように積極的に参加してください。事前に
配布したプリントの問題は自宅で学習したうえで授業に臨んでください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
次回学習する記事の参考プリントは，事前に配布します。辞書で単語を調べ，プリントの問題に取り組むことによって内容を
把握しておくようにしてください。また，記事に関する問題点・意見をまとめ，自分の言葉で内容を説明することができるよ
うにしておいてください。

５.教科書
『Reading Explorer 4』

3rd Edition （Cengage Learning）

by Nancy Douglas ￥2,750

６.参考書
・辞書
・テキストを理解する手引きとしてプリントを配布します。

７.成績評価の方法
平常点（小テスト，レポート）40％

中間試験 30％ 期末試験 30％

８.その他
受講者は，それぞれ毎日の生活のなかで興味のある記事を読むようこころがけてください。
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Critical Reading（中級）

相馬

美明

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
授業の概要
Critical Reading is designed for students reading at or near college level. Primary purposes of this course are
1．to examine the relationship of critical reading and critical thinking and
2．to enhance the student’s ability to think and read critically, applying critical analysis and logical reasoning.
到達目標
Students will be able to read analytically and think critically at a high level and demonstrate the ability to
transfer critical thinking skills to the interpretation and analysis of ideas encountered in academic reading.
Emphasis will be placed on the development and application of reading skills in the interpretation, analysis,
criticism, and advocacy of ideas encountered in academic reading. Students will demonstrate their ability to
collect, organize and evaluate relevant evidence necessary to make decisions, solve problems and/or develop
convincing, supported and well-founded conclusions on issues of current relevance.

２.授業内容
（1）Introduction, Unit 1, Food and Health
（2）Unit 1, 2 Our Bond with Animals
（3）Unit 2, 3 History Detectives
（4）Unit 3, Review
（5）Unit 4, Traditions and Rituals
（6）Unit 4, 5 Urban Underworlds
（7）Unit 5, 6 Reef Encounters
（8）Unit 6, Review
（9）Unit 7, Sweet Scents
（10）Unit 7, 8 Great Explorers
（11）Unit 8, 9 Who We Are
（12）Unit 9, 10 Global Warming
（13）Unit 10, 11 Incredible Insects
（14）Review and Examination

３.履修上の注意
Comments upon the details about the textbook, attendance rule, evaluation and so on will be made at the first
class of this semester. Attendance is mandatory, and students will be expected to attend every class and hopefully
enjoy their own activities. Great joy is only earned by great exertion!
Students will demonstrate the ability to apply critical reading and thinking skills in the analysis, evaluation
and revision of arguments, opinions and claims （including their own）. Development of advanced critical reading,
logical reasoning/thinking, reflective judgment, and problem-solving skills in the successful student will lead
to the ability to interpret, analyze, critically evaluate, and advocate ideas.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Attendance is mandatory, but that doesn't mean a passing grade. Your active participation will be needed.

５.教科書
Reading EXPLORER 2 Second Edition （CENGAGE Learning）

６.参考書
７.成績評価の方法
Attendance & active participation （50%）, examination （20%）, assignments （20%）, presentation （10%） will be
totally evaluated.

８.その他
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Critical Reading（中級）

宮本

正治

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
Critical Reading は大学レベルの読解力を持つ学生のために設置されています。
主な目的は，文章を批判的に読み，それを自分の考えに結びつけることです。そのためには，分析的に読み，論理的に考える
必要があります。
授業では，読解のスキルを高め，応用する訓練をします。教材内容を解釈，分析，批判を行ったうえで，自分の考えを述べて
もらいます。

２.授業内容
授業では，現代社会の問題に関するテキストを使います。
教室では，教材の内容を正確に把握できているか確認しつつ，グループワークや講師との対話などを通して，テキストに対
する批判的な分析と議論を行います。受講者各自が積極的に自分の考えを述べることで，内容に対する理解を深め，自分の態
度を確立していきます。
最終的には，それぞれの意見を発表してもらう予定です。どんな意見を述べるのも自由ですが，ただし分析や議論の根拠も
必要です。そのためにも日頃から新聞やテレビ，インターネットなどで情報や資料を収集するようにします。
また，英語のテキストだけでなく，映画を見て，批判的に分析し，考え，意見を持つ訓練もしたいと考えています。
どの unit を読むかはあくまで目安です。受講生の興味関心を考慮しながら決めたいと思います。
第１週：イントロダクション
第２週：テキスト unit１
第３週：テキスト unit２
第４週：意見発表（１）
第５週：テキスト unit３
第６週：テキスト unit４
第７週：意見発表（２）
第８週：テキスト unit５
第９週：テキスト unit６
第 10 週：意見発表（３）
第 11 週：テキスト unit７
第 12 週：テキスト unit８
第 13 週：意見発表（４）
第 14 週：学期まとめ講義および期末試験

３.履修上の注意
最初はどんな素朴な意見でもかまいません。積極的に発言する努力を評価したいと思います。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎週，予習チェックと単語の小テストを行います。
常習的に予習をしてこない者は出席を認めないことがあります。

５.教科書
『新しい世界の読み方 Understanding Our New Challenges』
（成美堂）
内容に関連して，適宜プリントを配布する。

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
春学期
秋学期

試験 25％，レポート 25％，授業の予習および参加態度 50％
試験 25％，レポート 25％，授業の予習および参加態度 50％

８.その他
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Critical Reading（中級）

近山

和広

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
クリティカル・リーディングとは，テキスト全体から書き手の意向などを理解した上で，自分の考えを基にテキストを評価
する主体的な読解活動である。
授業ではさまざまなテーマを扱ったパッセージを読み，著者の意見を見つけ，それに対して自分の考えを入れながら，評価
するリーディング力を高めることを目標とします。
授業前半では精読を行い，単語，文法，パラグラフ構成などについて理解を深め，後半では，エクササイズ，グループワーク
などを行う。

２.授業内容
授業では様々なテキストを読み，内容理解を確認し，そのテキストに対する評価をリアクションペーパーという形でしてもら
います。またグループになって内容をディスカッションしたり，発表することも行います。
第１回 イントロダクション
第２回 テキスト 1
第３回 テキスト 2
第４回 テキスト 3
第５回 Quiz 1
第６回 テキスト 4
第７回 テキスト 5
第８回 テキスト 6
第９回 Quiz 2
第 10 回 プレゼンテーション 準備
第 11 回 プレゼンテーション
第 12 回 プレゼンテーション
第 13 回 Review Quiz
第 14 回 Review Quiz 解答と説明
進度によって内容が変更することがあります。

３.履修上の注意
単語力に不安がある学生は辞書を持参すること。
グループワークやペアワークを行うので，積極的参加をしてください。
欠席が学期全体の３分の１を越えると単位取得は出来なくなります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
分からない単語は調べて，パッセージの内容を理解してください。
著者の意見を見つけ出し，それに対する自分の意見を理由や，エピソードなどを加えて言えるように訓練してください。

５.教科書
教員よりプリントを配布します。

６.参考書
特になし

７.成績評価の方法
授業参加態度（リアクションペーパー内容含む）
（50％）
Quiz１＆２ （10％）
プレゼンテーション（15％）
Review Quiz （25％）

８.その他
授業で使用するプリントは全て，ポートフォリオにアップロードします。欠席した際などはダウンロードして活用してくださ
い。
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Critical Reading（中級）

高橋

華生子

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
This course is designed for intermediate students to help improve their English reading and writing ability while
raising concerns over societal issues. Classes are organized based on the designated textbook covering ongoing
themes that students can relate their interests to. By taking this course, students will have a good grasp of
necessary academic skills through a series of practices to develop a well-equipped, critical observation/ analysis:
clarifying one's own position toward an issue and demonstrating it with logical reasoning. Since this course
addresses the importance of both reading comprehension and communication strategies, students are strongly
encouraged to share what to be discussed with others.

２.授業内容
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Course introduction
Where in the world…?
Newspaper articles
Modern technology
Conference and visits
Science and our world
People: past and present
Orientation for presentation
The world of IT
Travel and tourism
Group presentation （1）
Group presentation （2）
Group presentation （3）
Wrap-up session

３.履修上の注意
There are going to be various pair/group exercises and individual assignments. Active classroom participation is
highly desirable.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students are required to prepare well for their assignments before each class. Besides, they are responsible for
initiating arrangements to make up missed work.

５.教科書
Philpot, Sarah, Headway Academic Skills: Reading, Writing, and Study Skills Level 2, Oxford University Press, UK.

６.参考書
Students must bring an English dictionary to each class. Photocopies are to be provided if necessary.

７.成績評価の方法
Attendance & Participation: 50%
Homework: 30%
Presentation: 20%
Absences from class should not exceed one-third of the course （resulting in the grade "Failure" automatically）
．

８.その他
Please note that variations in class size, university scheduling, etc., may lead to changes of some or all of what
described in this syllabus.
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Critical Reading（中級）

ジョーンズ

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】 The focus will be on content based English to help the students engage in reading interesting and
varied topics and thinking about their reading at a deeper level. There will also be some writing in this course.
【到達目標】The goal of the class is to help the students improve their deeper reading skills, vocabulary and
comprehension of the material studied.
This lesson will be conducted in English only.

２.授業内容
(Content covered subject to change)
Week 1 – Introduction to the course of studies.
Week 2 – Why reading is so important.
Week 3 – Weekly reading assignments explained.
Week 4 – Sports and Leisure.
Week 5 – Sport in Japan and international caparisons?
Week 6 – The world of travel and tourism.
Week 6 – Sporting stars and wealth.
Week 7 – An amazing world walking adventure”.
Week 8 – The popularity of RV travel.
Week 9 – Rail travel in the US
Week 9 – Endangered animals – the panda?
Week 10 – Endangered animals – the tiger..
Week 11 – Endangered animals in Japan!
Week 12 – The history of movies.
Week 13 – Issues in movie illegal downloads.
Week 14 – Summation and handing in final coursework.

３.履修上の注意
Be sure to download the video and the necessary print for every lesson. Be sure to do all the assignments by the
deadlines.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Before the lessons, review the previous lessons. Be sure to study all new vocabulary after the lesson.

５.教科書
No Textbook will be used. Handouts and videos will be uploaded to Oh-o! Meiji.

６.参考書
Internet and recommended sources.

７.成績評価の方法
Teacher Points = 100 x 10% = 10
Class Handouts = 100 x 15% = 15
Weekly Reading reports = 100 x 25% = 25
Written Assignments = 100 x 25% = 25
Video Assignments = 100 x 25% = 25

８.その他
Good luck with your studies. Stay safe, well and happy. Challenge yourself to study hard.
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Critical Reading（上級）

根津

明広

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
Lessons will develop the language skills, critical thinking, and learning strategies required for academic success.
Using authentic and relevant content from National Geographic, including video, charts, and other infographics,
Pathways prepares students to work effectively and confidently in an academic environment.
Students will build essential academic literacy skills while encountering stories about real people and places
around the world. Through the class, students will also build global and cultural awareness, and develop learners’
understanding of important 21st century issues affecting us.
The class promotes the aspects of academic literacy;
1. Building new and key vocabulary from the text.
2. Explore the theme that promote critical way of other visions.
3. Visual literacy.
4. Critical thinking.
5. Classroom participation and collaboration skills.

２.授業内容
01. Course introduction
02. Language and Culture (1)
A. Think and Discuss B. Explore the Theme C.Preparing to
03. Language and Culture (2)
A. Understanding the Reading B. Developing Reading Skills
04. Language and Culture (3)
A. Exploring Written English B. Quiz Or Writing Task
05. Resources and Development (1)
A. Think and Discuss B. Explore the Theme C.Preparing to
06. Resources and Development (2)
A. Understanding the Reading B. Developing Reading Skills
07. Resources and Development (3)
A. Exploring Written English B. Quiz Or Writing Task
08. Truth and Deception (1)
A. Think and Discuss B. Explore the Theme C.Preparing to
09. Truth and Deception (2)
A. Understanding the Reading B. Developing Reading Skills
10. Truth and Deception (3)
A. Exploring Written English B. Quiz Or Writing Task
11. Imagining Future (1)
A. Think and Discuss B. Explore the Theme C.Preparing to
12. Imagining Future (2)
A. Understanding the Reading B. Developing Reading Skills
13. Imagining Future (3)
A. Exploring Written English B. Quiz Or Writing Task
14. Final Term Exam (Writing task or test)

Read D. Reading
C.Video

Read D. Reading
C.Video

Read D. Reading
C.Video

Read D. Reading
C.Video

３.履修上の注意
1. Each unit offers the opportunities to think an issue critically. Students will be prepared to speak out for
the issue before they come to the class followed by the instructions from the teacher.
2. To convey language skills suitable to any situation critically.
3. To learn how to write critically.
4. Participations and collaborations

４.準備学習（予習・復習等）の内容
1. Reviewing what we do in class is the most important. Students have to review the unit, particularly on listening
and vocabulary in order to accomplish well on the quiz done after each unit finished.
2. Reviewing new and key vocabulary from the text.
To convey language skills suitable to any situation critically.
3. To learn how to write critically.

５.教科書
Pathways 4: Reading & Writing Split 4B with Online Workbook Access Code

６.参考書
Other Reading Materials will be provided by the teacher.

７.成績評価の方法
Quiz (4 Readings) 80% (20%each)
Final Task or Exam 20%

８.その他
Contact Info: akinezu@gmail.com
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Critical Reading（上級）

パイプ，

ジェイソン

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
This Critical Reading course builds on the reading and writing skills taught in the first year by stretching each
student’s ability to read at or near college level. Primary purposes of this course are:
1）to develop vocabulary comprehension, both through readings from the text and through research.
2）to develop reading skills and strategies such as skimming, scanning, using context to deduce meaning, and
identifying main ideas.
3）to examine the relationship of critical reading and critical thinking and establish the writer’s point of
view.
4）to enhance the student’s ability to think and read critically, applying critical analysis and logical reasoning.
This course is designed for advanced students to help improve their English reading and writing ability while
raising concerns over societal issues. Classes are organized based on the designated textbook covering ongoing
themes that students can relate their interests to. By taking this course, students will have a good grasp of
necessary academic skills through a series of practices to develop a well-equipped, critical observation/ analysis:
clarifying one’s own position toward an issue and demonstrating it with logical reasoning. Since this course
addresses the importance of both reading comprehension and communication strategies, students are strongly
encouraged to share what to be discussed with others.

２.授業内容
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1 Course introduction
2 Images of Life
3 Natural Attraction
4 Food and Health
5 Design and Engineering
6 Human Journey
7 Money and Trade
8 Group Behaviour
9 Investigations
10 Rediscovering the Past
11 Healthy Living
12 Green Solutions
13 Earth and Beyond
14 Active Learning Assignments

３.履修上の注意
There will be collaborative group work, discussion, practice and application of critical reading skills as well
as various pair/group exercises and individual assignments. There is an expectancy to attendance class and
participate with great effort to speak and communicate only in English, and homework completion essential.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students are required to well prepare for their assignment before each class. They are also responsible for
initiating arrangements to make up missed work

５.教科書
Reading Explorer 4 （Third Edition）, National Geographic Learning （Cengage Company） by Paul Macintyre and David
Bohlke. ISBN: 978-0-357-12473-4

６.参考書
Students must bring an English dictionary to each class. Photocopies are to be provided if necessary.

７.成績評価の方法
Participation and class discussion 36%
Homework – Prepare Unit / Research Learning
Active Learning Assignments. 16%
Vocabulary Testing 12%

36%

Absences from class should not exceed one-third of the course （resulting in the grade “Failure” automa

８.その他
Please note that variations in class size, university scheduling, etc., may lead to changes of some or all of what
described in this syllabus.
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Critical Reading（SPICE）

パイプ，

ジェイソン

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
This Critical Reading course builds on the reading and writing skills taught in the first year by stretching each
student’s ability to read at or near college level. Primary purposes of this course are:
1）to develop vocabulary comprehension, both through readings from the text and through research.
2）to develop reading skills and strategies such as skimming, scanning, using context to deduce meaning, and
identifying main ideas.
3）to examine the relationship of critical reading and critical thinking and establish the writer’s point of
view.
4）to enhance the student’s ability to think and read critically, applying critical analysis and logical reasoning.
This course is designed for advanced students to help improve their English reading and writing ability while
raising concerns over societal issues. Classes are organized based on the designated textbook covering ongoing
themes that students can relate their interests to. By taking this course, students will have a good grasp of
necessary academic skills through a series of practices to develop a well-equipped, critical observation/ analysis:
clarifying one’s own position toward an issue and demonstrating it with logical reasoning. Since this course
addresses the importance of both reading comprehension and communication strategies, students are strongly
encouraged to share what to be discussed with others.

２.授業内容
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1 Course introduction
2 Images of Life
3 Natural Attraction
4 Food and Health
5 Design and Engineering
6 Human Journey
7 Money and Trade
8 Group Behaviour
9 Investigations
10 Rediscovering the Past
11 Healthy Living
12 Green Solutions
13 Active Learning Assignments
14 Active Learning Assignments

３.履修上の注意
There will be collaborative group work, discussion, practice and application of critical reading skills as well
as various pair/group exercises and individual assignments. There is an expectancy to attendance class and
participate with great effort to speak and communicate only in English, and homework completion essential.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students are required to well prepare for their assignment before each class. They are also responsible for
initiating arrangements to make up missed work

５.教科書
Reading Explorer 4 （Third Edition）, National Geographic Learning （Cengage Company） by Paul Macintyre and David
Bohlke. ISBN: 978-0-357-12473-4

６.参考書
Students must bring an English dictionary to each class. Photocopies are to be provided if necessary.

７.成績評価の方法
Participation and class discussion 30%
Homework – Prepare Unit / Research Learning
Active Learning Assignments. 20%
Vocabulary Testing 10%
Reading Comprehension 10%

30%

Absences from class should not exceed one-third of the course （resulting in

８.その他
Please note that variations in class size, university scheduling, etc., may lead to changes of some or all of what
described in this syllabus.
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Critical Reading（駿河台開講）

ガードナー

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
In this course students will be given the opportunity to improve their ability to communicate and think in
everyday, real-life situations. Face to Face Classes involve pair and group work, listening and question exercises
with the goal or formulating strategies for better understanding of everyday expressions, learning to form better
questions, creating natural responses as well as developing better topics for conversation, introductions and
explanations
This course is conducted in English. The goal of this course is to offer students the tools and skills to improve
their basic communication skills and their basic “people skills” so that they might become better communicators
in both personal and professional encounters.
To accomplish this goal, students will have the opportunity to improve their skills by speaking and working in
English, listening, reading and writing in English.
*Please note-In these unusual times it is important that students and instructors both feel comfortable with their
leaning environment. Therefore IF students feel the need to combine face-to-face classes with an on demand style
class (accessing class materials and turning in assignments online)— with the PRIOR AGREEMENT from the instructor
of the class, Mr Steve Gardner, something might be worked out. Students MUST contact the instructor first. We will
try our best to to work together to offer the best and safest class that we can.
Finally, it is important for all of us to remember that each of us is unusual, unique and tough! Let's work
together to do our best.

２.授業内容
Remember that it is said, “Luck is what happens when preparation meets opportunity.”
(1) Course and class re-introduction. CLASS WORK: Review of detailed introduction and description, fact and
opinion. Student presentation and introductions.
(2) Listening exercise, question worksheet, creation of three word description, vocabulary building, expanding
ways to describe.
(3) Description exercise with 2 short videos and worksheets, discussion exercise, social commentary worksheet
with questions.
(4) Thinking in English Exercise with worksheets, vocabulary review, introduction of storyboard presentation,
short video and still photographs
(5) Classes 1-4 review with reading and speaking exercise, vocabulary review, short test
(6) *6th week-(Question and Answer concerning class topic review to offer improvements or adjust the pace of our
course and short test.)
(7) Conflict in English, problem solving, relationships-professional and personal, worksheet, vocabulary and
review
(8) Food and Culture, how much is enough, class challenge, your comments, worksheets and vocabulary. Presentation
of one week project on your personal consumption.
(9) Improve YOUR presentation skills class with, guide on how to tell a detailed story, review guide on how to
make a detailed explanation, guide on how to continued use of story board, questions, worksheets and how to video.
Assignment of class project to begin developing student theme and storyboard.
(10) Watch Shark Attack video with story and story board. Make final preparations on YOUR story for presentation.
(There are questions and worksheets along with sample story board exercise to help you.)
(11) Class review of vocabulary, techniques, questions and topics. This is a video and worksheet review.
(12) *12th week-(Question and Answer concerning class topic as we prepare for final classes and final test.)
(13) Depending on our class performance and reviews this class will be adjusted. Some student presentations and
makeup work, review of how to etc.
(14) Test yourself. Make up work or other work depending on how the class has progressed.
(15) Class materials, final questions, all makeup work due. No Exceptions.
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com

３.履修上の注意
The goal of this course is for students to improve and develop reading, discussion, thinking and vocabulary skills
through exercises, discussion, group and pair work.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will need to have a working knowledge of English, should be prepared to listen, read, make questions and
speak in class. Assignments and in-class exercises are usually done in small groups of two or three in order to
promote discussion in English. Materials will be provided by the instructor. Class activities will be reviewed
aprox. every two to three weeks by the instructor. Some presentations will be required. There will also be test
on material covered.

５.教科書
Study Materials provided by the instructor in class. Study Materials and video links will be provided by the
instructor.
Materials and videos will be posted on the Oh Meiji website for this class.

６.参考書
Study Materials and video links will be provided by the instructor. All will be available on the Oh Meiji website
for this class.
Students will need a good English Dictionary.

７.成績評価の方法
Grading for this course is based on the quality and completion of the assigned work (80%) along with the student’s
willingness to improve their communication abilities (20%). *(This means that students are responsible for their
grade, must do the work as well as strive to communicate with the instructor and other members of the class.)
Each completed assignment will be graded and returned to the student with comments or will be graded in class and
discussed.
Student Grade based on the fore mentioned factors and number of completed assignments: Grade of S-at least 10 well
completed assignments ; A-at least 9 well completed assignments; B-at least 8 well completed assignments; C-at
least 7 well completed assignments; F-6 or fewer completed assignments.

８.その他
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com
Remember that it is said, “Luck is what happens when preparation meets opportunity.”
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Critical Discussion（中級）

高橋

華生子

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
This course is designed for intermediate students to help improve their English speaking and listening ability.
Classes are mainly based on the designated textbook that deals with various interesting topics shaping our
contemporary society. Throughout this course, students will strengthen the foundation of their critical thinking
skills within academic content areas: indentifying key issues to be considered and developing an in-depth analysis
with substantial arguments in a logical, coherent manner. Since this course places great emphasis on verbal
exchanges, students are highly encouraged to communicate interactively while cultivating their own views and
observations toward the issues introduced.

２.授業内容
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Course introduction
Academic life
Caring for environment
Modern architecture
How we learn
Living with technology
Language and culture
Orientation for presentation
Living in the city
Staying healthy
Group presentation （1）
Group presentation （2）
Group presentation （3）
Wrap-up session

３.履修上の注意
This course is interactive & discussion-oriented; hence, students are expected to become an active participant,
who takes the initiative in expressing/delivering their own understanding and opinions.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students are required to prepare well for their assignments before each class. Besides, they are responsible for
initiating arrangements to make up missed work.

５.教科書
Pathare, Emma & Gary. Headway Academic Skills: Listening, Speaking, and Study Skills Level 1, Oxford University
Press, UK.

６.参考書
Students must bring an English dictionary to each class. Photocopies are to be provided if necessary.

７.成績評価の方法
Attendance & Participation: 50%
Homework: 30%
Group presentation: 20%
Absences from class should not exceed one-third of the course （resulting in the grade "Failure" automatically）
．

８.その他
Please note that variations in class size, university scheduling, etc., may lead to a change of some or all of
what described in this syllabus.
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Critical Discussion（中級）

フーパー，ドナバン

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
This course will focus more on the elements of discussion. The course will focus on students being able to express
their opinion and supporting that opinion with clear, logical reasons. During the course the students will be
expected to give small speeches on selected topics, ending with a main presentation and leading a class discussion
at the end of term. The main idea of the course will be to increase students’ confidence in expression and
supporting their opinions in front of others

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

Course Introduction
Expressing an opinion
Expressing agreement
Discussion Exercises 1
Discussion Exercises 2
Topic selection and Discussion
Social Issues 1 – Personal Issues
Social Issues 2 – National Issues
Social Issues 3 – Global Issues
Issues affecting Japan
Presentation Introduction
Group Presentation Preparation
Presentation
Presentation

３.履修上の注意
As this is a discussion class, all students are expected to actively participate in class. If you miss more than
three classes without notice, you will not be eligible to receive credits for this course.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Review each class before the next class and prepare your ideas and opinions.

５.教科書
There is no course textbook.

However, students will need an A4 pocket file to keep handouts in order.

６.参考書
７.成績評価の方法
Final grades will be based on:
attendance (40%),
in-class participation (30%)
final presentation (30%).

８.その他
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Critical Discussion（中級）

シスマン

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
This course is designed for students who are enthusiastic about developing their English listening and speaking
skills. Students should also enjoy group work and expressing their opinions orally, as this course will also
involve discussion.
This course is designed for students who are enthusiastic about developing their English listening and speaking
skills. Students should also enjoy group work and expressing their opinions orally, as this course will also
involve discussion.
The learning materials used will cover a wide variety of topics：psychology, sociology, linguistics, philosophy,
the arts and popular culture （including cinema, theatre, literature, poetry, humour and music）. The instructor
is a native speaker of standard British English, however the materials used will expose students to a wide variety
of British and American “Englishes”. Students will also be exposed to different varieties of “World English”.
This course is designed to help students acquire the skills necessary to give dynamic academic presentations and
participate in lively critical discussions.
The major goals for this course are:
（1）To become more confident about communicating orally in English and more aware of how to do it well.
（2）To gain a wider English vocabulary, including greater confidence in using topic-related words.
（3）To actively and effectively participate in academic presentations and discussions in English.
（4）To demonstrate competency in advanced presentation and discussion skills; including the use of rhetoric, body
language, spatial positioning and voice dynamics.
（5）To gain experience and competence in the critical analysis of various academic topics.

２.授業内容
The teacher has prepared a wide variety of learning materials （in audio and digital video format） so that the
course can evolve in response to student needs, interests, abilities and concerns. The schedule listed below is
therefore provisional.
第１回：Course introduction and explanation
第２回：Preparing to talk about topics #1: The principles of critical discussion
第３回：Talking about topics #1: Rhetoric and other forms of persuasion
第４回：Preparing to present #1: Linguistic structure and paralinguistic skills
第５回：First set of group presentations
第６回：Teacher to student feedback and discussion
第７回：Midterm review and test
第８回：Preparing to talk about topics #2: Critical thinking as a form of creative thinking
第９回：Talking about topics #2: Integrating critical thinking skills and rhetoric
第 10 回：Preparing to present #2: How to conduct an effective Q & A session
第 11 回：Second set of group presentations with Q & A sessions
第 12 回：Student to teacher feedback and discussion
第 13 回：Class debate
第 14 回：Wrapping up: Teacher to student feedback, course review and final test, plus recommendations for further
study

３.履修上の注意
In general, this course will involve more interaction between students, and between teacher and students, than
more conventional language classes. It is therefore essential that students are prepared to actively engage with
the learning experience.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
There will be preparation before each class. This will consist mainly of the preparation of presentation and
discussion materials in English. Given the focus on presentations and discussions, psychological preparation will
also be very important: the success of any presentation or discussion is determined by the quantity and quality
of the preparation involved.

５.教科書
There is no set textbook. All the learning materials have been designed by the teacher, and the course will evolve
in response to student needs, interests, abilities and concerns.

６.参考書
Students should always bring a good electronic dictionary to every class (one that contains a good English-English
learner’s dictionary).
The following reference book is optional:
Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis and Argument
Author: Stella Cottrell
Publisher: Palgrave Study Skills

７.成績評価の方法
Students’ final grades will be based on the following criteria:
30% Attitude to learning, participation, collaboration, progress
30% Homework, research, preparation for class, classroom activities
30% Mini-tests (in class) and presentations
10% Short ‘reflection on learning’ paper

８.その他
Matters of assessment, teaching methodology, classroom culture and etiquette will be explained in detail at the
first class meeting. Given the interactive and collaborative nature of this course, make-up work for missed classes
is almost impossible. To pass this course regular and enthusiastic attendance is essential. If you are prepared
to work hard, participate, have fun and experiment with new ways of learning, you will find this course very
enjoyable and rewarding. I look forward to seeing you in class!
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Critical Discussion（中級）

山口

高領

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
This course will focus more on the elements of discussion. The course will focus on students being able to express
their opinion and
supporting that opinion with clear, logical reasons. During the course the students will be expected to give small
speeches on selected topics, ending with a main presentation and leading a class discussion at the end of term.
The main idea of the course will be to increase students' confidence in expression and supporting their opinions
in front of others.

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

Course Introduction
Politics
Economy
Education
Medicine
Science
Environment
Culture
Social Issues
Aging Society
Media
All Topics
All Topics
Presentation

３.履修上の注意
As this is a discussion class, all students are expected to actively participate in class. If you miss more than
three classes without notice, you will not be eligible to receive credits for this course.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
These students are expected to read and understand the topics in the textbook in advance.

５.教科書
『英検 1 級 面接大特訓』
植田 一三 (著), 上田 敏子
出版社 : J リサーチ出版
電子版でも紙版でもよい。

(著), Michy 里中 (著), 山下 澄子 (著)

６.参考書
７.成績評価の方法
Final grades will be based on:
attendance (40%),
in-class participation (30%)
final presentation (30%).

８.その他
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Critical Discussion（中級）

パイプ，

ジェイソン

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
This Critical Discussion course builds on conversational skills taught in the first year by stretching each
student’s ability to discuss their ideas on a range of topics. Primary purposes of this course are:
1）to develop vocabulary comprehension, both through readings from materials provided and through research.
2）to develop reading and writing skills so that responses become more focused and organized.
3）to enhance the student’s ability to think and react critically, applying critical analysis and logical reasoning
when discussing the topic.
This course is designed for intermediate students to help improve their English listening and speaking ability
while improving fluency. Classes are organized based on original materials produced by the teacher on topics
chosen by the students. By taking this course, students will already have a solid grasp of the topic and the
necessary communicative skills to improve fluency, vocabulary and pronunciation as well as general discussion.

２.授業内容
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

1 Introduction
2 Topic chosen by students
3 Topic chosen by students
4 Topic chosen by students
5 Topic chosen by students
6 Topic chosen by students
7 Topic chosen by students
8 Topic chosen by students
9 Topic chosen by students
10 Topic chosen by students
11 Topic chosen by students
12 Topic chosen by students
13 Active Learning
14 Active Learning

３.履修上の注意
There will be collaborative group work, discussion, practice and application of pronunciation skills as well as
various pair/group exercises and individual assignments. There is an expectancy to attendance class and participate
with great effort to speak and communicate only in English, and homework completion essential.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students are required to well prepare for their assignment before each class. They are also responsible for
initiating arrangements to make up missed work

５.教科書
Materials will be provided by the instructor.

６.参考書
Students must bring an English dictionary to each class. Photocopies are to be provided.

７.成績評価の方法
Participation and class discussion 40%
Homework – Research Learning 30%
Active Learning Assignments. 20%
Long Interview 10%
Absences from class should not exceed one-third of the course （resulting in the grade “Failure” automatically）.

８.その他
Please note that variations in class size, university scheduling, etc., may lead to changes of some or all of what
described in this syllabus.
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Critical Discussion（中級）

ヘイ，ウィリアム

Ａ

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
【Course Objectives】
The aim of this course is to encourage students to become critical thinkers who can use this ability to discuss
important issues in English.
【Course Summary】
For each topic covered in the course, students will first ask and answer questions with a partner about the topic.
Next, important vocabulary for the topic will be looked at and students will practise the pronunciation needed to
talk about the topic. Then students will listen to an audio clip about important issues related to the topic.
Students will have to identify main points and supporting details contained in the audio clip. Students will then
read the transcript of the audio clip and practise pronunciation and intonation. After that, students will talk
again about the topic using more difficult and more contentious questions. Finally, students will work on a small
project for a presentation to be watched and judged by the other students in the class. The students in the class
will choose the topics they will study. Each topic will last two or three class sessions.
The topics available will be as follows and the topics depend on the choices made by the students:
Unit 1 – Vacations or Unit 7 – Image
Unit 2 – Movies or Unit 8- Eating out
Unit 3 – Dating or Unit 9 – Family
Unit 4 – Part-time jobs or Unit 10 – Social networking
Unit 5 – Learning English or Unit 11 – Interests
Unit 6 – Hopes and dreams or Unit 12 – Spending money

２.授業内容
This schedule and its content are subject to change, depending on the level and performance of the learners. If
time permits, a sixth topic will be included （Hopes and dreams or Spending money）.
Week 1. Course introduction & explanation; Choosing topics; Topic 1 （Vacations or Image）, Part 1 Warm up
discussion; Vocabulary preparation; Listening for main points and details
Week 2. Topic 1 （Vacations or Image）, Part 2 Reading, Pronunciation practise; Follow-up discussion
Week 3. Topic 1 （Vacations or Image）, Part 3 Presentation preparation and delivery; Choosing the next topic
Week 4. Topic 2 （Movies or Eating out）, Part 1 Warm up discussion; Vocabulary preparation; Listening for main
points and details
Week 5. Topic 2 （Movies or Eating out）, Part 2 Reading, Pronunciation practise; Follow-up discussion
Week 6. Topic 2 （Movies or Eating out）, Part 3 Presentation preparation and delivery; Choosing the next topic
Week 7. Topic 3 （Dating or Family）, Part 1 Warm up discussion; Vocabulary preparation; Listening for main points
and details
Week 8. Topic 3 （Dating or Family）, Part 2 Reading, Pronunciation practise; Follow-up discussion
Week 9. Topic 3 （Dating or Family）, Part 3 Presentation preparation and delivery; Choosing the next topic
Week 10. Topic 4 （Part-time jobs or Social networking）, Part 1 Warm up discussion; Vocabulary preparation;
Listening for main points and details
Week 11. Topic 4 （Part-time jobs or Social networking）, Part 2 Reading, Pronunciation practise; Follow-up
discussion
Week 12. Topic 4 （Part-time jobs or Social networking）, Part 3 Presentation preparation and delivery; Choosing
the next topic
Week 13. Topic 5 （Learning English or Interests）, Part 1 Warm up discussion; Vocabulary preparation; Listening
for main points and details
Week 14. Topic 5 （Learning English or Interests）, Part 2 Reading, Pronunciation practise; Follow-up discussion

３.履修上の注意
Students should attend class regularly and make an effort to speak in English. The effort that each student makes
is the most important factor in this class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students should ensure that they review the material of the previous lesson sufficiently and do any homework that
has been set in preparation for the next class.

５.教科書
The English Course – Discussion Book 1 by Gary Ireland and Max Woollerton. Published by The English Company （2015）
ISBN 978-4-9902962-5-4 and The English Course – Discussion Book 1 CD ISBN 978-4-906706-15-0.

６.参考書
None

７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of: Classwork (25%), Homework (25%), Midterm Assessment (25%) and Final Assessment
(25%). There is an absence limit of 30% of classes and a lateness limit of 20 minutes.

８.その他
See http://www.theenglishcourse.com/discussion1.html for more information about the course materials.
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Critical Discussion（中級）

ジョーンズ

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】The focus will be on content based English to help the students engage in speaking and listening
skills.
【到達目標】The goal of the class is to help the students improve their listening and vocabulary skills and given
them a chance at communicating in English

２.授業内容
(Content covered subject to change)The theme for the course is useful English when travelling.
Week 1 – Introduction to the course of studies.
Week 2 – Learning and study tips.
Week 3 – Domestic and international travel explained.
Week 4 – How the coronavirus has affected travel.
Week 5 – Can the Olympic Games happen?
Week 6 – Your domestic travel experiences.
Week 7 – Culture shock, “Paris Syndrome”.
Week 8 – What foreigners think of Japan.
Week 9 – Does travel broaden the mind?
Week 10 – Introduction to transportation.
Week 11 – End of gasoline cars? Hello electric!
Week 12 – Driverless cars and technology.
Week 13 – Trains as a means of transportation
Week 14 – Summation of the course and handing in final coursework.

３.履修上の注意
３.履修上の注意 Be sure to download the video and the necessary print for every lesson. Be sure to do all the
assignments by the deadlines.
This class will be conducted in English only.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Before the lessons, review the previous lessons. Be sure to study all new vocabulary after the lesson.

５.教科書
No Textbook will be used. Handouts and videos will be uploaded to Oh-o! Meiji.

６.参考書
Internet and recommended sources.

７.成績評価の方法
Teacher Points = 100 x 10% = 10
Class Handouts = 100 x 15% = 15
Weekly Critical discussion writing = 100 x 25% = 25
Written Assignments = 100 x 25% = 25
Video Assignments = 100 x 25% = 25

８.その他
Good luck with your studies. Stay safe, well and happy. Study hard, achieve more!
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Critical Discussion（上級）

アイルランド，ガリー

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
The aim of this course is to encourage students to become good critical thinkers who can use this ability to
consider and discuss important issues in English. For each topic covered in the course, students will first ask
and answer warm-up questions with a partner about the topic. Then students will listen and read about the topic
and discover some of the relevant and important issues about the topic. Next, important vocabulary for the topic
will be learned. Then students will talk again about the topic using more difficult and more contentious questions.
Finally, students will work on discussions/debates or small projects for presentations will will be judged and
graded. The students in the class will have chance to choose some of the topics they will study and discuss. Each
topic will last two or three class sessions.
The topics available will be as follows: Technology; Travel; Culture; Volunteering; Beliefs; Ads & Commercials;
The News; Study Abroad; Ecotourism; Education; The Environment; International Marriage.

２.授業内容
This
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

schedule and its content are subject to change.
1．Course introduction & explanation; Topic 1, Part 1 （Warm up, Listening for main points）
2．Topic 1, Part 2 （Vocabulary checking, Reading）
3．Topic 1, Part 3 （Presentation or discussion task）
4．Topic 2, Part 1 （Warm up, Listening for main points, Vocabulary checking）
5．Topic 2, Part 2 （Reading, Pronunciation practice, Discussion）
6．Topic 2, Part 3 （Presentation or discussion task）
7．Topic 3, Part 1 （Warm up, Listening for main points, Vocabulary checking）
8．Topic 3, Part 2 （Reading, Pronunciation practice, Discussion）
9．Topic 3, Part 3 （Presentation or discussion task）
10．Topic 4, Part 1 （Warm up, Listening for main points, Vocabulary checking）
11．Topic 4, Part 2 （Reading, Pronunciation practice, Discussion）
12．Topic 4, Part 3 （Presentation or discussion task）
13．Preparation for end-of-term discussion/debate
14．End-of-term discussion/debate

３.履修上の注意
Students must attend class regularly and make an effort to speak in English at all times. Active participation in
all group and pair work tasks is essential. This class will be an active learning environment, and therefore the
effort and participation that each student shows each week is the most important factor in this class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students must regularly complete the course textbook online homework assignments and tests on the textbook web
site. Other assignments and research will be given where and when necessary.

５.教科書
The English Course - Discussion Book 2 by Gary Ireland and Max Woollerton.
Published by The English Company (2018)
All students must buy a new copy of the textbook for classroom use and to be able to access the online web site
material.

６.参考書
７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of classroom attitude and participation (40%), Discussions and classroom tasks
and tests (40%), Homework and quizzes (20%). There is an absence limit of 30% of classes and a lateness limit of
20 minutes.

８.その他
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Critical Discussion（上級）

シスマン

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
This course is designed for students who are enthusiastic about developing their English listening and speaking
skills. Students should also enjoy group work and expressing their opinions orally, as this course will also
involve discussion.
The learning materials used will cover a wide variety of topics：psychology, sociology, linguistics, philosophy,
the arts and popular culture （including cinema, theatre, literature, poetry, humour and music）. The instructor
is a native speaker of standard British English, however the materials used will expose students to a wide variety
of British and American “Englishes”. Students will also be exposed to different varieties of “World English”.
This course is designed to help students acquire the skills necessary to give dynamic academic presentations and
participate in lively critical discussions.
The major goals for this course are:
（1）To become more confident about communicating orally in English and more aware of how to do it well.
（2）To gain a wider English vocabulary, including greater confidence in using topic-related words.
（3）To actively and effectively participate in academic presentations and discussions in English.
（4）To demonstrate competency in advanced presentation and discussion skills; including the use of rhetoric, body
language, spatial positioning and voice dynamics.
（5）To gain experience and competence in the critical analysis of various academic topics.

２.授業内容
The teacher has prepared a wide variety of learning materials （in audio and digital video format） so that the
course can evolve in response to student needs, interests, abilities and concerns. The schedule listed below is
therefore provisional.
第１回：Course introduction and explanation
第２回：Preparing to talk about topics #1: The principles of critical discussion
第３回：Talking about topics #1: Rhetoric and other forms of persuasion
第４回：Preparing to present #1: Linguistic structure and paralinguistic skills
第５回：First set of group presentations
第６回：Teacher to student feedback and discussion
第７回：Midterm review and test
第８回：Preparing to talk about topics #2: Critical thinking as a form of creative thinking
第９回：Talking about topics #2: Integrating critical thinking skills and rhetoric
第 10 回：Preparing to present #2: How to conduct an effective Q & A session
第 11 回：Second set of group presentations with Q & A sessions
第 12 回：Student to teacher feedback and discussion
第 13 回：Class debate
第 14 回：Wrapping up: Teacher to student feedback, course review and final test, plus recommendations for further
study

３.履修上の注意
In general, this course will involve more interaction between students, and between teacher and students, than
more conventional language classes. It is therefore essential that students are prepared to actively engage with
the learning experience.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
There will be preparation before each class. This will consist mainly of the preparation of presentation and
discussion materials in English. Given the focus on presentations and discussions, psychological preparation will
also be very important: the success of any presentation or discussion is determined by the quantity and quality
of the preparation involved.

５.教科書
There is no set textbook. All the learning materials have been designed by the teacher, and the course will evolve
in response to student needs, interests, abilities and concerns.

６.参考書
Students should always bring a good electronic dictionary to every class (one that contains a good English-English
learner’s dictionary).
The following reference book is optional:
Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis and Argument
Author: Stella Cottrell
Publisher: Palgrave Study Skills

７.成績評価の方法
Students’ final grades will be based on the following criteria:
30% Attitude to learning, participation, collaboration, progress
30% Homework, research, preparation for class, classroom activities
30% Mini-tests (in class) and presentations
10% Short ‘reflection on learning’ paper

８.その他
Matters of assessment, teaching methodology, classroom culture and etiquette will be explained in detail at the
first class meeting. Given the interactive and collaborative nature of this course, make-up work for missed classes
is almost impossible. To pass this course regular and enthusiastic attendance is essential. If you are prepared
to work hard, participate, have fun and experiment with new ways of learning, you will find this course very
enjoyable and rewarding. I look forward to seeing you in class!
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Critical Discussion（SPICE）

アイルランド，ガリー

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
The aim of this course is to encourage students to become good critical thinkers who can use this ability to
consider and discuss important issues in English. For each topic covered in the course, students will first ask
and answer warm-up questions with a partner about the topic. Then students will listen and read about the topic
and discover some of the relevant and important issues about the topic. Next, important vocabulary for the topic
will be learned. Then students will talk again about the topic using more difficult and more contentious questions.
Finally, students will work on discussions/debates or small projects for presentations will will be judged and
graded. The students in the class will have chance to choose some of the topics they will study and discuss. Each
topic will last two or three class sessions.
The topics available will be as follows: Technology; Travel; Culture; Volunteering; Beliefs; Ads & Commercials;
The News; Study Abroad; Ecotourism; Education; The Environment; International Marriage.

２.授業内容
This
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

schedule and its content are subject to change.
1．Review of skills learned from spring semester. Topic 1, Part 1 （Warm up questions）
2．Topic 1, Part 2 （Listening Vocabulary checking, Reading）
3．Topic 1, Part 3 （Presentation or discussion task）
4．Topic 2, Part 1 （Warm up, Listening for main points, Vocabulary checking）
5．Topic 2, Part 2 （Reading, Pronunciation practice, Discussion）
6．Topic 2, Part 3 （Presentation or discussion task）
7．Topic 3, Part 1 （Warm up, Listening for main points, Vocabulary checking）
8．Topic 3, Part 2 （Reading, Pronunciation practice, Discussion）
9．Topic 3, Part 3 （Presentation or discussion task）
10．Topic 4, Part 1 （Warm up, Listening for main points, Vocabulary checking）
11．Topic 4, Part 2 （Reading, Pronunciation practice, Discussion）
12．Topic 4, Part 3 （Presentation or discussion task）
13．Preparation for end-of-term discussion/debate
14．End-of-term discussion/debate

３.履修上の注意
Students must attend class regularly and make an effort to speak in English at all times. Active participation in
all group and pair work tasks is essential. This class will be an active learning environment, and therefore the
effort and participation that each student shows each week is the most important factor in this class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students must regularly complete the course textbook online homework assignments and tests on the textbook web
site. Other assignments and research will be given where and when necessary.

５.教科書
The English Course - Discussion Book 2 by Gary Ireland and Max Woollerton.
Published by The English Company (2018)
All students must buy a new copy of the textbook for classroom use and to be able to access the online web site
material.

６.参考書
７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of classroom attitude and participation (40%), Discussions and classroom tasks
and tests (40%), Homework and quizzes (20%). There is an absence limit of 30% of classes and a lateness limit of
20 minutes.

８.その他
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Critical Discussion（駿河台開講）

ガードナー

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
In this course students will be given the opportunity to improve their ability to communicate and think in
everyday, real-life situations. Face to Face Classes involve pair and group work, listening and question exercises
with the goal or formulating strategies for better understanding of everyday expressions, learning to form better
questions, creating natural responses as well as developing better topics for conversation, introductions and
explanations
This course is conducted in English. The goal of this course is to offer students the tools and skills to improve
their basic communication skills and their basic “people skills” so that they might become better communicators
in both personal and professional encounters.
To accomplish this goal, students will have the opportunity to improve their skills by speaking and working in
English, listening, reading and writing in English.
*Please note-In these unusual times it is important that students and instructors both feel comfortable with their
leaning environment. Therefore IF students feel the need to combine face-to-face classes with an on demand style
class (accessing class materials and turning in assignments online)— with the PRIOR AGREEMENT from the instructor
of the class, Mr Steve Gardner, something might be worked out. Students MUST contact the instructor first. We will
try our best to to work together to offer the best and safest class that we can.
Finally, it is important for all of us to remember that each of us is unusual, unique and tough! Let's work
together to do our best.

２.授業内容
Remember that it is said, “Luck is what happens when preparation meets opportunity.”
(1) Course and class re-introduction. CLASS WORK: Review of detailed introduction and description, fact and
opinion. Student presentation and introductions.
(2) Listening exercise, question worksheet, creation of three word description, vocabulary building, expanding
ways to describe.
(3) Description exercise with 2 short videos and worksheets, discussion exercise, social commentary worksheet
with questions.
(4) Thinking in English Exercise with worksheets, vocabulary review, introduction of storyboard presentation,
short video and still photographs
(5) Classes 1-4 review with reading and speaking exercise, vocabulary review, short test
(6) *6th week-(Question and Answer concerning class topic review to offer improvements or adjust the pace of our
course and short test.)
(7) Conflict in English, problem solving, relationships-professional and personal, worksheet, vocabulary and
review
(8) Food and Culture, how much is enough, class challenge, your comments, worksheets and vocabulary. Presentation
of one week project on your personal consumption.
(9) Improve YOUR presentation skills class with, guide on how to tell a detailed story, review guide on how to
make a detailed explanation, guide on how to continued use of story board, questions, worksheets and how to video.
Assignment of class project to begin developing student theme and storyboard.
(10) Watch Shark Attack video with story and story board. Make final preparations on YOUR story for presentation.
(There are questions and worksheets along with sample story board exercise to help you.)
(11) Class review of vocabulary, techniques, questions and topics. This is a video and worksheet review.
(12) *12th week-(Question and Answer concerning class topic as we prepare for final classes and final test.)
(13) Depending on our class performance and reviews this class will be adjusted. Some student presentations and
makeup work, review of how to etc.
(14) Test yourself. Make up work or other work depending on how the class has progressed.
(15) Class materials, final questions, all makeup work due. No Exceptions.
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com

３.履修上の注意
The goal of this course is for students to improve and develop reading, discussion, thinking and vocabulary skills
through exercises, discussion, group and pair work.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will need to have a working knowledge of English, should be prepared to listen, read, make questions and
speak in class. Assignments and in-class exercises are usually done in small groups of two or three in order to
promote discussion in English. Materials will be provided by the instructor. Class activities will be reviewed
aprox. every two to three weeks by the instructor. Some presentations will be required. There will also be test
on material covered.

５.教科書
Study Materials provided by the instructor in class. Study Materials and video links will be provided by the
instructor.
Materials and videos will be posted on the Oh Meiji website for this class.

６.参考書
Study Materials and video links will be provided by the instructor. All will be available on the Oh Meiji website
for this class.
Students will need a good English Dictionary.

７.成績評価の方法
Grading for this course is based on the quality and completion of the assigned work (80%) along with the student’s
willingness to improve their communication abilities (20%). *(This means that students are responsible for their
grade, must do the work as well as strive to communicate with the instructor and other members of the class.)
Each completed assignment will be graded and returned to the student with comments or will be graded in class and
discussed.
Student Grade based on the fore mentioned factors and number of completed assignments: Grade of S-at least 10 well
completed assignments ; A-at least 9 well completed assignments; B-at least 8 well completed assignments; C-at
least 7 well completed assignments; F-6 or fewer completed assignments.

８.その他
*This is a COMMUNICATION class. IF STUDENTS HAVE ANY SORT OF DIFFICULTIES, PROBLEMS OR QUESTIONS-PLEASE CONTACT
YOUR INSTRUCTOR AS SOON AS POSSIBLE. CONTACT STEVE GARDNER: bluzzz2u@yahoo.com
Remember that it is said, “Luck is what happens when preparation meets opportunity.”
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Critical Writing Ａ

フーパー，ドナバン

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
This course is designed to use the methods of critical reading and logical thinking and to apply these skills to
critical writing.
The objectives of the course are as follows:
１．To understand the value of critically evaluating claims, assumptions, and arguments.
２．To understand and be able to give good reasoning （including deduction and induction） and to be able to
distinguish good reasoning from bad reasoning.
３．To learn to apply one’s understanding of good reasoning to what one writes.
４．To learn to write effective essays to explain, describe, give information or give your opinion.
５．To learn how to prepare a formal academic paper giving an opinion.

２.授業内容
1．Course Introduction
2．Introduction to Process Writing
3．Choosing and narrowing down topics
4．Resources for researching
5．Brainstorming and organizing
6．Drafting and Editing
7．Logical organization of texts
8．Classification
9．Listing opinion with reasons
10．Chronological Order
11．Comparision
12．Cause and Effect
13．Editing
14．Final Submission

３.履修上の注意
Students will work on reports in class and will be expected to type up their reports for the next class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will be expected to type up their reports before each class.

５.教科書
There is no text for this class but students will need an A$ pocket file to store handouts and a USB flash drive
to sotre their reports.

６.参考書
A good electronic dictionary with a thesaurus.

７.成績評価の方法
Final grades will be based on
１．class participation
20%
２．completed essays including drafts
３．attendance
20%

60%

８.その他
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Critical Writing Ａ

ミーハン

ケヴィンＰ

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
The goal of this course is to refine students' ability to write paragraphs and essays and to synthesize information
from multiple sources to produce clear and coherent discourse
Students will have ample chances to practice
drafting and re-drafting essays for academic purposes.

２.授業内容
1．Course introduction
2．Brainstorming and topic selection
3．The thesis statement
4．Synthesizing Information
5．Characteristics of a good paragraph
6．Detailed outline
7．Critical Thinking
8．Personal opinion
9．Writing a second draft
10．Peer evaluation and feedback
11．Reading and Discussion
12．Cohesive paragraphs
13．Introductions and Conclusions
14．Test

３.履修上の注意
Students should attend class regularly and make an effort to speak in English. The effort that each student makes
is the most important factor in this class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students should attend class regularly and make an effort to speak in English. The effort that each student makes
is the most important factor in this class.

５.教科書
To be announced.

６.参考書
To be announced.

７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of: Attendance (25%), Classwork (25%), Homework (25%), Test (25%). There is an
absence limit of 30% of classes and a lateness limit of 20 minutes.

８.その他
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Critical Writing Ａ （SPICE）

ドウ，ティモシー

Ｊ

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
The purpose of this course is for students to learn the necessary skills to integrate various sources of information
when writing academic essays. The course will examine themes related to information and communication from a
variety of perspectives. In class, students will complete writing and discussion activities to develop their
critical thinking skills. Students will also learn and use a variety of new vocabulary and rhetorical devices to
enhance the effectiveness of their writing abilities. There will also be some focus on effective writing processes
to help students manage their time when composing written work in English. By the end of the course, students will
have completed multiple draft essays on three different topics.

２.授業内容
第１回：The purpose of academic writing
第２回：Analyzing academic texts
第３回：Making an argument
第４回：Cohesion in academic writing
第５回：Referring to a source
第６回：Note taking
第７回：Cause and effect
第８回：Punctuation
第９回：Using quotations
第 10 回：Proofreading
第 11 回：Defining a research question
第 12 回：Comparing different arguments
第 13 回：Editing workshop
第 14 回：Group discussions of independent research

３.履修上の注意

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will be required to complete homework assignments before classes.

５.教科書
No textbook is required. The teacher will provide reading materials.

６.参考書
Students may bring a dictionary （paper or electronic）
．

７.成績評価の方法
Three completed essays will count for 60% of the final grade, and completion of in-class activities and
participation in class activities will count for 40% of the final grade.

８.その他
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Critical Writing Ｂ

フーパー，ドナバン

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
This course is designed to use the methods of critical reading and logical thinking and to apply these skills to
critical writing.
The objectives of the course are as follows:
１．To understand the value of critically evaluating claims, assumptions, and arguments.
２．To understand and be able to give good reasoning （including deduction and induction） and to be able to
distinguish good reasoning from bad reasoning.
３．To learn to apply one’s understanding of good reasoning to what one writes.
４．To learn to write effective essays to explain, describe, give information or give your opinion.
５．To learn how to prepare a formal academic paper giving an opinion.

２.授業内容
1．Course Introduction
2．Critical Analysis of Narratives
3．Drafting Report 1 - Narrative
5．Editing and Submission Report 1
6．Organization of Problem and Solutions
7．Critical Analysis of News Events
8．Researching a News topic
9．Organising and outlining
10．Citation and Bibliographies
11．Drafting Report - News
12．Editing
13．Final Check
14．Submission Final Paper

３.履修上の注意

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will work on outlining and organizing reports in class and will be expected to type up their reports for
the next class

５.教科書
There is no text book for this class but students will need a USB flash drive to store reports.

６.参考書
７.成績評価の方法
Final grades will be based on
１．class participation
20%
２．completed final paper including drafts
３．attendance
30%
４．completed exercises
20%

30%

８.その他
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Critical Writing Ｂ

ミーハン

ケヴィンＰ

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
The goal of this course is to refine students' ability to write paragraphs and essays and to synthesize information
from multiple sources to produce clear and coherent discourse
Students will have ample chances to practice
drafting and re-drafting essays for academic purposes.

２.授業内容
1. Problem and solution Essay
2. Brainstorming exercises
3. Good Supporting sentences
4. Word Choice
5. Historical Event Essay
6. Describing a World Heritage Site Essay
7. Japanese Culture Essay
8. Peer evaluation and feedback
9. Explaining the Process of Learning
10. Proofreading Exercises
11. Hot Button Topic
12 Comparison and contrast essay
13. Classification essay
14. Test

３.履修上の注意
Students should attend class regularly and make an effort to speak in English. The effort that each student makes
is the most important factor in this class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students should attend class regularly and make an effort to speak in English. The effort that each student makes
is the most important factor in this class.

５.教科書
To be announced.

６.参考書
Dictionary

７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of: Attendance (25%), Classwork (25%), Homework (25%), Test (25%). There is an
absence limit of 30% of classes and a lateness limit of 20 minutes.

８.その他
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Critical Writing Ｂ （SPICE）

ドウ，ティモシー

Ｊ

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN211M

１.授業の概要・到達目標
The purpose of this course is for students to learn the necessary skills to integrate various sources of information
when writing academic essays. The course will examine themes related to information and communication from a
variety of perspectives. In class, students will complete writing and discussion activities to develop their
critical thinking skills. Students will also learn and use a variety of new vocabulary and rhetorical devices to
enhance the effectiveness of their writing abilities. There will also be some focus on effective writing processes
to help students manage their time when composing written work in English. By the end of the course, students will
have completed multiple draft essays on three different topics.

２.授業内容
第１回：Critical thinking
第２回：Finding key points
第３回：Writing definitions
第４回：Paraphrasing
第５回：Combining sources
第６回：Organizing paragraphs
第７回：Generalizations
第８回：Summarizing
第９回：Describing a graph
第 10 回：Introductions and conclusions
第 11 回：Planning an essay
第 12 回：Problems and solutions
第 13 回：Peer Review
第 14 回：Individual discussions of independent research

３.履修上の注意

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will be required to complete homework assignments before classes.

５.教科書
No textbook is required. The teacher will provide reading materials.

６.参考書
Students may bring a dictionary （paper or electronic）
．

７.成績評価の方法
Three completed essays will count for 60% of the final grade, and completion of in-class activities and
participation in class activities will count for 40% of the final grade.

８.その他
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English Seminar Ⅰ

アイルランド，ガリー

1 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAN311J

１.授業の概要・到達目標
To be able to succeed in an increasingly globalized world, Japanese students will need not only good English
communication skills, but also a more international way of thinking and astute critical thinking skills to evaluate
differing beliefs and opinions on a wide range of important issues. This course aims to improve students’
understanding of global issues whilst at the same time teaching the necessary critical thinking skills to be able
to discuss and debate those issues in English.
The course is a task based, four-skills course and requires students to work in groups on a variety of interesting
topics and projects. Most classroom time will be spent in discussion and debate and critical thinking skills will
be enhanced through problem solving tasks throughout the course. Students will also be required to do additional
listening and reading work to aid with their research.

２.授業内容
１.：Course explanation and introductions
２.：Problem solving and logic puzzles
３.：What is critical thinking? Why is it important?
４.：Applying critical thinking to make decisions and solve a problem （test） （graded）
５.：Understanding criteria
６.：Applying criteria to a variety of topics （discussion）
７.：Considering criteria to create an interview role-play
８.：Preparing and practicing for a job interview
９.：Job interviews test （graded）
10.：Supporting opinions with good reasons （discussion）
11.：Supporting reasons with supporting evidence （defending ideas and beliefs）
12.：Discussing a topic
13.：Researching and planning a debate （taking sides）
14.：Final discussion/debate test （graded）

３.履修上の注意
Students must attend class regularly and make an effort to speak in English at all times. Active participation in
all group and pair work tasks is essential. This class will be an active learning environment, and therefore the
effort and participation that each student shows each week is the most important factor in this class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will review and practice all work done after each class. Students will also be required to conduct
research and prepare notes and data in preparation before every class.

５.教科書
No Textbook. All materials will be provided by the teacher.

６.参考書
All students will need a dictionary and notebook for every class. Having a computer or tablet device would also
be very useful.

７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of classroom attitude and participation (40%), Discussions and classroom tasks
and tests (40%), Homework and quizzes (20%). There is an absence limit of 30% of classes and a lateness limit of
20 minutes.

８.その他
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English Seminar Ⅱ

アイルランド，ガリー

1 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAN311J

１.授業の概要・到達目標
To be able to succeed in an increasingly globalized world, Japanese students will need not only good English
communication skills, but also a more international way of thinking and astute critical thinking skills to evaluate
differing beliefs and opinions on a wide range of important issues. This course aims to improve students’
understanding of global issues whilst at the same time teaching the necessary critical thinking skills to be able
to discuss and debate those issues in English.
The course is task based, four-skills course and requires students to work in groups on a variety of interesting
topics and projects. Most classroom time will be spent in discussion and debate and critical thinking skills will
be enhanced through problem solving tasks throughout the course. Students will also be required to do additional
listening and reading work to aid with their research.

２.授業内容
１.：Review of first semester work
２.：Applying critical thinking to solve a problem and make decisions
３.：Learning to question ideas and information （discussion）
４.：Lateral puzzles for practicing questioning
５.：Group project - Creating a story through questioning and imagination test （graded）
６.：Being critical – analyzing information and opinions （listening & discussion）
７.：Being critical – analyzing information and opinions （listening & discussion）
８.：Applying critical thinking to solve a problem and make decisions test （graded）
９.：Learning to research and evaluate issues
10.：Creating a research plan （discussion）
11.：Conducting a research survey
12.：Explaining research results （graded）
13.：Preparation for end-of-term presentation or debate
14.：End-of-term presentation or debate test （graded）

３.履修上の注意
Students must attend class regularly and make an effort to speak in English at all times. Active participation in
all group and pair work tasks is essential. This class will be an active learning environment, and therefore the
effort and participation that each student shows each week is the most important factor in this class.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will review and practice all work done after each class. Students will also need to do research and
prepare notes and data in preparation before each class.

５.教科書
No textbook. All materials will be provided by the teacher as needed.

６.参考書
It would be very useful for students to bring a computer or tablet device and an Advanced Learner’s Dictionary.

７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of classroom attitude and participation (40%), Discussions and classroom tasks
and tests (40%), Homework and quizzes (20%). There is an absence limit of 30% of classes and a lateness limit of
20 minutes.

８.その他
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英語コミュニケーションⅠ

アイルランド，ガリー

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAN311J

１.授業の概要・到達目標
This course is part of the teacher certification program and is open to 3rd and 4th year students.
The course aims are three-fold. Firstly, to give students the opportunity to improve all of their own personal
English skills through a variety of tasks that will require extensive listening, reading and communicative practice.
Secondly, to learn how to teach a wide variety of academic skills in English. And thirdly, to understand the
principles and techniques involved in communicative language teaching and creating an active learning environment.
Students will speak only English at all times in every class.
In the first semester, students will practice and learn to introduce a variety of English language skills. These
will include, communication skills, listening and note-taking skills and presentation skills. Students must take
a very active role in every class and expect to spend a good deal of classroom discussing ideas in English.

２.授業内容
１.：Introduction to communicative English teaching and learning
２.：What are good communication skills?
３.：Evaluating your own communication skills and problems
４.：Practicing communication skills - speaking tasks
５.：Practicing communication skills - speaking tasks
６.：Role-play communication task （test） （graded）
７.：Listening 1 - note taking strategies and skills
８.：Listening for information practice
９.：Listening for opinions and reasons on a topic
10.：Discussion of listening topic （test） （graded）
11.：Presentation skills and techniques 1 - talking to groups
12.：Presentation skills and techniques 2 - the 3 messages
13.：Presentation preparation
14.：Presentation （test） （graded）

３.履修上の注意
Students should be comfortable speaking English and have better than average communication skills.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will review and practice all work done in class. Students will also be asked to prepare research and
other data to present before each class.

５.教科書
No Textbook. All materials will be provided by the teacher.

６.参考書
Students are requested to bring a computer or tablet device and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary

７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of classroom attitude and participation （40%）,
Classroom assignments and tests （40%）, Homework and quizzes （20%）

８.その他
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英語コミュニケーションⅠ（SPICE）

ドウ，ティモシー

Ｊ

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAN311J

１.授業の概要・到達目標
This is a class which is part of the teacher certification program and is for 3rd and 4th year students. The
course focuses on listening, speaking, and pragmatic skills to enhance students’ communicative abilities. Students
will be able to interact with one another to analyze and discuss the use of English in different contexts. The
purpose of this course is to go beyond learning grammar and vocabulary to improve language skills. Rather, students
will learn about concepts from the field of pragmatics, that is, how language can be used appropriately in a
variety of formal and informal settings. Students will also learn strategies to enhance their listening and
speaking skills in addition to completing a variety of activities for skill development.

２.授業内容
第１回：Introduction: Pragmatics
第２回：Situational and Co-Textual Context
第３回：Background Knowledge Context
第４回：The Cooperative Principle
第５回：Adjacency Pairs
第６回：Preferred and Dispreferred Responses
第７回：Discussion: Analyzing an Interview
第８回：Introduction: Politeness
第９回：Politeness: Off-Record
第 10 回：Politeness: On-Record Baldly
第 11 回：Politeness: On-Record with Negative Politeness
第 12 回：Politeness: On-Record with Positive Politeness
第 13 回：Communication Strategies
第 14 回：Discussion: Analyzing a Conversation

３.履修上の注意
Grading for this course will be based on both preparation for in class communicative activities, and students’
performance in those activities.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will be required to complete homework assignments before classes.

５.教科書
Pragmatics: A Resource Book for Students, Cutting and Fordyce, Routledge, 2020.

６.参考書
Students may use a dictionary （paper or electronic）.

７.成績評価の方法
Homework assignments will count for 50% of the final grade, and completion of class activities will count for 50%
of the final grade.

８.その他
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英語コミュニケーションⅡ

アイルランド，ガリー

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAN311J

１.授業の概要・到達目標
This course is part of the teacher certification program and is open to 3rd and 4th year students. The course aims
are three-fold. Firstly, to give students the opportunity to improve all of their own personal English skills
through a variety of tasks that will require extensive listening, reading and communicative practice. Secondly,
to learn how to teach a wide variety of academic skills in English. And thirdly, to understand the principles and
techniques
involved in communicative language teaching and creating an active learning environment. Students will speak only
English at all times in every class.
In the second semester, students will build upon the work done in the first semester by practicing and learning
to introduce additional English language skills. These will include, reading skills, discussion and debating
skills and also skills needed to create lesson plans. Students must take a very active role in every class and
expect to spend a good deal of classroom discussing ideas in English.

２.授業内容
１.：Review of first semester work
２.：Research 1 - reading for comprehension techniques
３.：Research 2 - what to look for in articles and essays
４.：Research 3 - how to find and analyze information
５.：Reading comprehension （test） （graded）
６.：Discussion/debating skills 1 - opinions and reasons
７.：Discussion/debating skills 2 - supporting your reasons
８.：Debate role-play （test） （graded）
９.：What is active learning?
10.：Creating active learning activities
11.：Group work - creating a demonstration lesson
12.：Group work - creating a demonstration lesson
13.：Demonstration lessons week 1 （test） （graded）
14.：Demonstration lessons week 2 （test） （graded）

３.履修上の注意
Students should be comfortable speaking English and have better than average communication skills.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will be asked to review and practice all work done after each class. Students will also conduct research
and prepare their findings before each class.

５.教科書
No Textbook. All materials will be provided by the teacher.

６.参考書
Students will need to bring a computer or tablet device and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.

７.成績評価の方法
Continuous assessment consisting of classroom attitude and participation （40%）,
Classroom assignments and tests （40%）, Homework and quizzes （20%）

８.その他

398

英語コミュニケーションⅡ（SPICE）

ドウ，ティモシー

Ｊ

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAN311J

１.授業の概要・到達目標
This is a class which is part of the teacher certification program and is for 3rd and 4th year students. The
course focuses on listening, speaking, and pragmatic skills to enhance students’ communicative abilities. Students
will be able to interact with one another to analyze and discuss the use of English in different contexts. The
purpose of this course is to go beyond learning grammar and vocabulary to improve language skills. Rather, students
will learn about concepts from the field of pragmatics. In the second part of this course, we will focus on
concepts from critical discourse analysis to examine the relationship between discourse and ideology in a variety
of texts. Students will also learn strategies to enhance their listening and speaking skills in addition to
completing a variety of activities for skill development.

２.授業内容
第１回：Introduction: Critical Discourse Analysis
第２回：Critical Discourse Analysis: Connotation
第３回：Critical Discourse Analysis: Level of Formality
第４回：Critical Discourse Analysis: Degree of Certainty
第５回：Critical Discourse Analysis: Metaphor, Metonym, and Slogans
第６回：The History of Slang
第７回：Slang and Social Identity
第８回：Independent Research: Slang
第９回：Theories of Humor: Superiority
第 10 回：Theories of Humor: Release and Incongruity
第 11 回：Independent Research: Humor
第 12 回：The History of Progressivism and Social Issues
第 13 回：Contemporary Social Issues
第 14 回：Independent Research: Progressivism and Social Issues

３.履修上の注意
Grading for this course will be based on both preparation for in class communicative activities, and students’
performance in those activities.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will be required to complete homework assignments before classes.

５.教科書
Pragmatics: A Resource Book for Students, Cutting and Fordyce, Routledge, 2020.

６.参考書
Students may use a dictionary （paper or electronic）.

７.成績評価の方法
Homework assignments will count for 50% of the final grade, and completion of class activities will count for 50%
of the final grade.

８.その他
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英語音声学

ドウ，ティモシー

Ｊ

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)LAN341J

１.授業の概要・到達目標
This is an introductory course to the study of English phonetics for students of language teaching and those
interested in developing advanced-level English skills. In this course, students will learn how to produce and
recognize the English sound system, how to read and write the international phonetic alphabet for English words
and sentences, and how to accurately transcribe spoken English. The course aims to give students a comprehensive
understanding of the English sound system. To achieve this goal, students will complete in-class tasks in that
focus on the comprehension and production of English words and sentences. The course also focuses on the problems
that many foreign-language learners face when comprehending and producing spoken English in real time, and students
will practice useful strategies that will enable them to overcome the difficulties they face.

２.授業内容
第１回：Basic Concepts of English Phonetics
第２回：The International Phonetic Alphabet
第３回：Describing and Classifying English Speech Sounds, Plosives
第４回：The Description of English Vowels, Affricates and Fricatives
第５回：English Intonation Patterns, Nasals and Approximants
第６回：Complex Vowels （Diphthongs）, Plural Nouns
第７回：Stress and Word Parts, Content and Function Words
第８回：Reduced Speech
第９回：Vowel Reduction
第 10 回：Rhythm and Intonation
第 11 回：Connected Speech
第 12 回：Pronunciation and Status
第 13 回：Pronunciation Self-Study Techniques
第 14 回：Pronunciation Goals and English as a Lingua Franca

３.履修上の注意
This class will be conducted in English. Students will complete class activities and discussions in small groups.

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Students will be required to complete review activities and short homework readings before class each week.

５.教科書
No textbook is required. The teacher will provide reading materials.

６.参考書
Students may use a dictionary （paper or electronic）. The teacher will provide supplementary materials

７.成績評価の方法
The final exam will count for 60% of the course grade. Homework assignments and a short mid-term test will count
for 40% of the course grade. For the final exam, students will transcribe connected English speech in addition to
answering questions related to content covered in the course.

８.その他

400

ドイツ語

401

ドイツ語ＡⅠ

山口

真人

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
週２回のドイツ語の授業のうち、もう一方のクラスではドイツ語の骨組みとも言える初級文法の学習を中心に進めていきま
す。そのため当授業では、コミュニケーションの手段としての言語学習をより強く意識し、ドイツ語の基本的発音の修得、初
級レベルの日常会話表現に慣れ親しむ、単語力の増強を図る、言語の背景をなすドイツ語圏の国々の文化風土を視聴覚教材を
通じて学ぶ、などなど、多角的にドイツ語を学習していきます。さらに、文法のテーマ別練習問題を多く解くことで知識の定
着に努め、文法クラスを有機的にバックアップします。
授業は一方向的な講義形式にとどまらず、教員が学生を指名し、テキストの音読や問いへの回答を求めます。また、定期的
に学習事項の確認としての小テストを実施、あるいは課題提出を求めます。
（到達目標）
初等文法の知識を着実に身につけ、あわせて日常生活でよく用いる簡単な言い回しを勉強しながら、ドイツ語を読む力、聴
きとる力、話す力を、総合的につけることを目指します。

２.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

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

ドイツ語学習への導入
文字（ABC）と発音
基本的な単語の発音、あいさつ表現
動詞の現在人称変化（１）
、
動詞の現在人称変化（２）三人称、数詞
名詞と冠詞（１）
：名詞の性・1 格
名詞と冠詞（２）
：4 格・3 格
名詞と冠詞（３）
：2 格・複数形
所有冠詞、人称代名詞
動詞の現在人称変化（不規則）
命令法、自己紹介の表現
前置詞と格支配（１）
：2 格・3 格・4 格支配
前置詞と格支配（２）
：3・4 両格支配
学期末課題と補足

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
提出課題としての練習問題をタイミングに応じて与えます。その場合、前週に出された課題を翌週の授業時に提出させ、そ
の出来を教員がチェックして平常点として積み重ね、学期末に総合して評価します。
文法クラスでの学習を復習するなかで生じた不理解、疑問、質問などは、この授業で練習問題を解いて理解を深めるなかで、
解消していってほしい。そのためにはどのような質問にも対応します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習・復習を十分にして授業に臨むこと。

５.教科書
「ゲナウ！ コミュニケーションのドイツ語 ノイ」第三書房 を使用します。
なお、文法クラスで使用の「ゲナウ グラマティック ノイ」第三書房 をこちらの授業でも参照しますので、毎回持参の
こと。

６.参考書
独和辞典は必ず入手のこと。授業内で辞書については指導解説します。

７.成績評価の方法
中間試験 20%、 期末試験（試験ないしはそれに代わる学期末提題） 20%、 平常点（授業時の課題提出の成績を積み上げ
て算定） 60%
以上を総合して評価します。

８.その他

402

ドイツ語ＡⅠ

石原

竹彦

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
この講座ではドイツ語 B の文法の授業で学習した事項を確認しながら，日常での会話表現を習得します。学習範囲はドイツ語
技能検定４級の出題範囲に相当します。
語彙を広げ簡単な挨拶，自己紹介ができるようになるのが狙いです。

２.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

ドイツ語学習への扉
発音とあいさつ
動詞の人称変化のまとめ
自己紹介をする。相手の出身地を尋ねる
専攻や職業，国籍を言えるようにする
数を数える
冠詞類のまとめ 格変化について
自分の持ち物について説明する
レストランで注文する
否定文の作り方のまとめ
家族の紹介
家族について話す。
趣味について話してみる。
a モジュール 試験 b モジュール 正答解説

３.履修上の注意
授業は連続して休まないようにしましょう。宿題をやってこなかったり，寝ていたり，ただそこに座っているだけでは出席に
はなりません。授業には積極的に参加してください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
語学は予習と復習による反復学習がとても大切です。授業の前に，テキストにあらかじめ目を通し，どのようなことを学ぶの
か確認しましょう。また毎回の授業で宿題を出しますので必ずやってきてください。

５.教科書
『Genau! コミュニケーションのドイツ語

ノイ』

新倉真矢子他著，
（第三書房）

６.参考書
独和辞典は必ず必要です。どの辞書が良いのかについては授業中に説明します。

７.成績評価の方法
授業への貢献度２０％，小テスト２０％，試験６０％
３分の２以上の出席が期末試験を受験する条件です。
出席の条件をクリアしたうえで，小テスト，試験の結果から総合的に評価します。

８.その他

403

ドイツ語ＡⅠ

相原

剣

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
発音や文法・構文等をしっかりと確認しながら，会話体のドイツ語に取り組んでいきます。ドイツ語の総合力を養うために，
各種プレゼンテーション機器を利用した立体的な授業を展開します。サッカーや映画や音楽，ファッション等，同時代のドイ
ツ語圏の文化事象やアクチュアルなテーマも適宜取り上げていきたいと思います。
【到達目標】
会話表現の基礎とその前提となる基本的な文法事項の徹底的な習得を目指します。ドイツ語を単なる語学の知識で終わらせず，
楽しむ事も目標とします。

２.授業内容
第１回：イントロダクションとアルファベート
第２回：発音の規則，挨拶
第３回：挨拶
第４回：専攻（現在人称変化）
第５回：職業（現在人称変化）
第６回：持ち物について（名詞の性）
第７回：持ち物について（定冠詞・不定冠詞）
第８回：レストランでの注文（不定冠詞の４格）
第９回：レストランでの注文（否定冠詞の４格）
第 10 回：家族について（所有冠詞）
第 11 回：家族について（人称代名詞）
第 12 回：趣味・余暇活動（不規則変化動詞）
第 13 回：趣味・余暇活動（命令形）
第 14 回：a：表現のまとめ，b：試験

３.履修上の注意
毎回辞書は必ずご持参下さい。継続的な取り組みが重要です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
【予習】
予習の際は，個別の単語を日本語に翻訳し日本語で文章の意味を恣意的に再構成するといった方法を避け，出来るだけドイツ
語の構造を解き明かす事に注力して下さい。予習時点で一応の訳を書き留めることは原文に対する一つの態度決定という意味
でも重要です。
【復習】
ドイツ語表現は繰り返し復習し，覚えてしまいましょう。小テスト等の復習は必須です。

５.教科書
新倉真矢子他著『ゲナウ！コミュニケーションのドイツ語

ノイ』
（第三書房）

６.参考書
特に定めません。

７.成績評価の方法
定期試験（60％）＋平常点・授業の取り組み・小テスト（予復習の実践，訳出等の担当，単語テスト，単元テスト，独検）
（40％）

８.その他

404

ドイツ語ＡⅠ（再履修）

山口

真人

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
再履修クラスということで，早くもドイツ語に苦手意識を感じる人が集まってくるのでは，と待ち構えています。春学期で
学んだ，もしくは学びそこなったドイツ語の基礎知識を再復習し，苦手意識を払拭することを目標とします。
毎回，文法テーマ別に練習問題をプリントで配布し，それを自宅での学習課題とし，次週の授業で答え合わせをして，理解
の足りない点をさらに解説して埋め合わせていく，という方式をとります。授業中には，おそらく少人数クラスになるであろ
う利点を生かして，できるだけ個別の指導ができるよう心がけます。
〈到達目標〉
初級レベルのドイツ語の基本となる文法知識をしっかり定着させ，あわせて基礎単語の充実をはかる。かんたんな挨拶や自
己紹介がドイツ語の正しい発音でできるようにする。

２.授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：ＡＢＣと単語の発音，主語となる人称代名詞
第３回：動詞の現在形
第４回：動詞 sein, haben, werden，
第５回：冠詞と名詞（１）
第６回：冠詞と名詞（２）
、冠詞類
第７回：名詞の複数形
第８回：不規則変化動詞の現在形（１）
第９回：不規則変化動詞の現在形（２）
，命令形
第 10 回：冠詞類
第 11 回：人称代名詞
第 12 回：前置詞（１）
、格支配について
第 13 回：前置詞（２）
第 14 回：学期末課題と補足
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
予習は必ず行ってから授業にのぞむようにして下さい。
毎回きちんと課題を学習して授業にのぞんでいるか，個別に課題答案を提出させてチェックします。各人の積極的な授業参加
が求められます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
語学学習は日々の積み重ねです。復習や予習を怠らないようにしましょう。

５.教科書
プリント配布。毎回，次週の授業のための課題プリントを配布します。

６.参考書
これまでに使用したドイツ語文法の教科書，参考書などを各自持参すること。辞書は毎回使用します。

７.成績評価の方法
中間試験 10％と学期末課題 10％，および平常点 80％（毎回授業冒頭で課題プリントの学習状況をチェックして付けます）とで
総合的に評価します。

８.その他

405

ドイツ語ＡⅡ

山口

真人

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
週２回のドイツ語の授業のうち、もう一方のクラスではドイツ語の骨組みとも言える初級文法の学習を中心に進めていきま
す。そのため当授業では、コミュニケーションの手段としての言語学習をより強く意識し、ドイツ語の基本的発音の修得、初
級レベルの日常会話表現に慣れ親しむ、単語力の増強を図る、言語の背景をなすドイツ語圏の国々の文化風土を視聴覚教材を
通じて学ぶ、などなど、多角的にドイツ語を学習していきます。さらに、文法のテーマ別に作成された練習問題をできるだけ
多く解くことで知識の定着に努め、文法クラスを有機的にバックアップします。
授業は一方向的な講義形式にとどまらず、教員が学生を指名し、テキストの音読や問いへの回答を求めます。また、定期的
に学習事項の確認としての小テストを実施、あるいは課題提出を求めます。
（到達目標）
初等文法の知識を着実に身につけ、あわせて日常生活でよく用いる簡単な言い回しを勉強しながら、ドイツ語を読む力、聴
きとる力、話す力を、総合的につけることを目指します。
1 年生のうちにドイツ語検定試験の 4 級合格を目指す。

２.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

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

ドイツ語学習における基本項目の確認と秋学期への導入
不規則変化動詞の現在形と命令形
話法の助動詞（１）
話法の助動詞（２）
、未来形
数詞と数詞表現
分離動詞と非分離動詞
再帰表現と再帰代名詞
動詞の三基本形（１）
動詞の三基本形（２）
、過去形
現在完了形
副文と従属接続詞
形容詞
形容詞の比較級と最上級、非人称表現
学期末課題と補足

３.履修上の注意
提出課題としての練習問題をタイミングに応じて与えます。翌週授業時に答案を提出させ、その出来を毎回個別に教員がチ
ェックして平常点として積み重ね、学期末に総合して評価します。
文法クラスでの学習を復習するなかで生じた不理解、疑問、質問などは、この授業で練習問題を解いて理解を深めるなかで、
解消していってほしい。そのためにはどのような質問にも対応します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習・復習を十分にして授業に臨むこと。

５.教科書
「ゲナウ コミュニケーションのドイツ語 ノイ」第三書房 を使用します。
なお、文法クラスで使用の「ゲナウ グラマティック ノイ」第三書房 をこちらの授業でも参照します。毎回持参するこ
と。

６.参考書
適宜指示します。

７.成績評価の方法
中間試験 20%、 期末試験（試験ないしはそれに代わる学期末提出課題） 20%、 平常点（授業時の課題提出の成績を積み
上げて算定） 60%
以上を総合して評価します。

８.その他

406

ドイツ語ＡⅡ

石原

竹彦

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
春学期に引き続き，この講座ではドイツ語 B の文法の授業で学習した事項を確認しながら，日常での会話表現を習得します。
学習範囲はドイツ語技能検定４級と一部は３級の出題範囲に相当します。語彙を広げ簡単な挨拶，自己紹介ができるようにな
るのが狙いです。
ドイツ語技能検定４級の合格をめざします。

２.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
話法の助動詞
休暇の予定について話してみる
贈り物をする
洋服を買いに行く
前置詞のまとめ
場所，位置を説明する
道案内をしてみる
分離動詞 再帰動詞のまとめ
zu 不定詞のまとめ
１日のスケジュールを説明する
過去形と現在完了形のまとめ
受動態と関係代名詞のまとめ
a モジュール 試験 b モジュール

正答解説

３.履修上の注意
授業は連続して休まないようにしましょう。宿題をやってこなかったり，寝ていたり，ただそこに座っているだけでは出席に
はなりません。授業には積極的に参加してください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
語学は予習と復習による反復学習がとても大切です。授業の前に，テキストにあらかじめ目を通し，どのようなことを学ぶの
か確認しましょう。また毎回の授業で宿題を出しますので必ずやってきてください。

５.教科書
『Genau! コミュニケーションのドイツ語

ノイ』

新倉真矢子他著，
（第三書房）

６.参考書
独和辞典

７.成績評価の方法
授業への貢献度２０％，ドイツ語技能検定の結果２０％，試験６０％
３分の２以上の出席が期末試験を受験する条件です。
出席の条件をクリアしたうえで，小テスト，試験の結果から総合的に評価します。

８.その他

407

ドイツ語ＡⅡ

相原

剣

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
発音や文法・構文等をしっかりと確認しながら，会話体のドイツ語に取り組んでいきます。ドイツ語の総合力を養うために，
各種プレゼンテーション機器を利用した立体的な授業を展開します。サッカーや映画や音楽，ファッション等，同時代のドイ
ツ語圏の文化事象やアクチュアルなテーマも適宜取り上げていきたいと思います。
【到達目標】
会話表現の基礎とその前提となる基本的な文法事項の徹底的な習得を目指します。ドイツ語を単なる語学の知識で終わらせず，
楽しむ事も目標とします。
Web コンテンツの拡大と通信インフラの整備に伴い，地理的に離れた場所に居ながらにしてドイツ語圏の情報に直接アクセス
することが容易になってきました。この状況を活かし，様々なメディア・ツールを利用してドイツ語の総合力を高めることも
その目的とします。

２.授業内容
第１回：春学期のまとめ，復習
第２回：休暇の予定（話法の助動詞・許可・可能・義務）
第３回：休暇の予定（話法の助動詞・意思・願望，準話法）
第４回：贈り物（自動詞と３格）
第５回：贈り物（３格と４格）
第６回：場所や位置の説明（３・４格支配の前置詞・３格）
第７回：場所や位置の説明（３・４格支配の前置詞・４格）
第８回：１日の行動，時刻（分離動詞）
第９回：１日の行動，時刻（zu 不定詞，再帰代名詞）
第 10 回：身体の症状，過去について（過去形）
第 11 回：身体の症状，過去について（現在完了形）
第 12 回：天候に関する表現（従属の接続詞）
第 13 回：天候に関する表現（比較級・最上級，非人称表現）
第 14 回：a：表現のまとめ，b：試験

３.履修上の注意
毎回辞書は必ずご持参下さい。継続的な取り組みが重要です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
【予習】
予習の際は，個別の単語を日本語に翻訳し日本語で文章の意味を恣意的に再構成するといった方法を避け，出来るだけドイツ
語の構造を解き明かす事に注力して下さい。予習時点で一応の訳を書き留めることは原文に対する一つの態度決定という意味
でも重要です。
【復習】
ドイツ語表現は繰り返し復習し，覚えてしまいましょう。小テスト等の復習は必須です。

５.教科書
新倉真矢子他著『ゲナウ！コミュニケーションのドイツ語

ノイ』
（第三書房）

６.参考書
特に定めません。

７.成績評価の方法
定期試験（60％）＋平常点・授業の取り組み・小テスト（予復習の実践，訳出等の担当，単語テスト，単元テスト，独検）
（40％）

８.その他

408

ドイツ語ＡⅡ（再履修）

山口

真人

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
再履修クラスということで，早くもドイツ語に苦手意識を感じる人が集まってくるものと待ち構えています。１年生の秋学
期の課程で学びそこなったドイツ語の基礎知識を再復習し，苦手意識を払拭することを目標とします。
毎回，文法のテーマ別に練習問題をプリントで配布し，それを自宅での学習課題とし，次週の授業で答え合わせをして，理
解の足りない点をさらに解説して埋め合わせていく，という方式をとります。おそらく少人数のクラスとなる利点を生かし，
授業中にはできるだけ個別の指導ができるよう心がけます。
〈到達目標〉
ドイツ語初級レベル後半課程の基本となる文法知識をしっかり定着させ，あわせて基礎単語の充実をはかる。日常的に決ま
った表現や一歩踏み込んだ自己紹介がドイツ語の正しい発音でできるようにする。

２.授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：分離動詞と非分離動詞
第３回：話法の助動詞（１）
第４回：話法の助動詞（２）
第５回：動詞の三基本形
第６回：現在完了形（１）
第７回：現在完了形（２）
第８回：過去形
第９回：未来形，副文
第 10 回：再帰表現
第 11 回：zu 不定詞
第 12 回：受動
第 13 回：関係代名詞
第 14 回：学期末課題と補足
※ 内容は進度に応じて変更になることがあります。

３.履修上の注意
予習は必ず行って授業にのぞむようにして下さい。
毎回きちんと課題を学習して授業にのぞんでいるか，課題答案を提出させて個別にチェックします。各人の積極的な授業参加
が求められます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
語学学習は日々の積み重ねです。復習や予習を怠らないようにしましょう。

５.教科書
プリント配布。毎回，次週の授業のための課題プリントを配布します。

６.参考書
これまでに使用したドイツ語文法の教科書，参考書などを各自持参すること。辞書は毎回使用します。

７.成績評価の方法
中間試験 10％と学期末課題 10％，および平常点 80％（毎回授業冒頭で課題プリントの学習状況をチェックします）とで総合的
に評価します。

８.その他

409

ドイツ語ＢⅠ

田中

謙司

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
これまでドイツ語を学んだことがない受講者を対象に、アルファベートの発音から始めます。まず、ドイツ語の発音に慣れ
ることが重要です。初歩的な文法事項のうち、入門者がつまずきやすい動詞の変化と冠詞の使い方を重点的に取り上げます。
到達目標として、ドイツ語検定試験 5 級で問われる範囲の文法事項を理解し、実際に活用できることを目指します。

２.授業内容
第１回 アルファベートの発音
第２回 単語の発音（1）複合母音
第３回 単語の発音（2）子音
第４回 主語になる人称代名詞／動詞の現在人称変化（1）規則変化
第５回 動詞の現在人称変化（2）sein と haben の変化／語順
第６回 定冠詞の変化（1）1 格と 4 格
第７回 定冠詞の変化（2）2 格と 3 格
第８回 不定冠詞の変化／名詞の複数形
第９回 人称代名詞
第 10 回 不定冠詞類
第 11 回 定冠詞類
第 12 回 動詞の現在人称変化（3）不規則変化／命令形
第 13 回 復習
第 14 回 a）まとめ b）試験
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
独和辞典を積極的に活用し、反復練習と復習に重点を置く。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
課題の復習問題に各自で解答し，事前に疑問点を整理する。

５.教科書
『ゲナウ! グラマティック ノイ』新倉真矢子・他著（第三書房）

６.参考書
特に定めない。

７.成績評価の方法
出席を前提として，期末試験（60％）と授業への積極的参加度（40％）により評価する。

８.その他

410

ドイツ語ＢⅠ

石原

竹彦

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
この講座ではドイツ語の基礎文法を学習します。学習する範囲は，ドイツ語特有の発音と挨拶の表現，動詞の現在人称変化，
冠詞と名詞の格変化，前置詞，助動詞で，これはおよそドイツ語技能検定の４級レベルに相応します。
このセメスターが終了する頃には，ドイツ語で自己紹介や道案内ができるようになっているはずです。

２.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

ドイツ語学習への扉
発音とあいさつ
動詞の現在人称変化
動詞の現在人称変化
定冠詞の格変化
不定冠詞の格変化
複数形
定冠詞類
不定冠詞類
動詞の現在人称変化
動詞の現在人称変化
命令形
話法の助動詞
a モジュール 試験

（１）
（１）語尾のつけ方に注意する動詞

（２）
（２）さらに不規則に変化する動詞

b モジュール

正答解説

３.履修上の注意
授業は連続して休まないようにしましょう。宿題をやってこなかったり，寝ていたり，ただそこに座っているだけでは出席に
はなりません。授業には積極的に参加してください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
語学は予習と復習による反復学習がとても大切です。授業の前に，テキストにあらかじめ目を通し，どのようなことを学ぶの
か確認しましょう。また毎回の授業で宿題を出しますので必ずやってきてください。

５.教科書
『Genau! グラマティック』
， 新倉真矢子他著，
（第三書房）

６.参考書
独和辞典は必ず必要です。どの辞書が良いのかについては授業中に説明します。

７.成績評価の方法
授業への貢献度２０％，小テスト２０％，試験６０％
３分の２以上の出席が期末試験を受験する条件です。
出席の条件をクリアしたうえで，小テスト，試験の結果から総合的に評価します。

８.その他
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ドイツ語ＢⅠ

相原

剣

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
ドイツ語 A の授業との有機的なリンケージを意識しながら，各文法事項の理解を確実なものにするとともに，習得した文法事
項が基本的なドイツ語の表現のなかでどのように機能しているかを確認していきます。
春学期は，動詞の現在人称変化（ドイツ語では，主語の人称や数によって動詞が変化します。
）
，名詞と冠詞の格変化（ドイツ語
では，名詞に男性・女性・中性という性別があります。冠詞はその性別や格によって変化します。ドイツ語は文法が論理的でわ
かりやすいため，基本さえおさえてしまえば非常に取り組みやすく，より高度なスキルを身につけることも容易な言語だと思
います。
）といった事項からスタートします。
【到達目標】
ドイツ語の基礎文法をしっかりと身につける事を目標とします。まずは独検５級を楽々合格出来る力を身につけます。

２.授業内容
第１回：ドイツ語のアルファベット・発音等
第２回：現在人称変化
第３回：動詞の位置
第４回：sein, haben , werden
第５回：並列の接続詞
第６回：定冠詞
第７回：不定冠詞・否定冠詞
第８回：名詞の複数形
第９回：人称代名詞
第 10 回：不定冠詞類
第 11 回：定冠詞類
第 12 回：不規則変化動詞の現在人称変化
第 13 回：命令形
第 14 回：a：文法まとめ，b：試験

３.履修上の注意
毎回辞書は必ずご持参下さい（辞書については初回授業でご紹介します）
。継続的な取り組みが重要です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
【予習】
予習の際は，個別の単語を日本語に翻訳し日本語で文章の意味を恣意的に再構成するといった方法を避け，出来るだけドイツ
語の構造を解き明かす事に注力して下さい。予習時点で一応の訳を書き留めることは原文に対する一つの態度決定という意味
でも重要です。
【復習】
文法事項で未消化の部分があれば十分に復習をし，学習したドイツ語をしっかりと分析できるようにしておきましょう。小テ
スト等の復習は必須です。

５.教科書
新倉真矢子他著

『ゲナウ！グラマティック

ノイ』

（第三書房）

６.参考書
特に定めません。

７.成績評価の方法
定期試験（60％）＋平常点・授業の取り組み・小テスト（予復習の実践，訳出等の担当，単語テスト，単元テスト，独検）
（40％）

８.その他
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ドイツ語ＢⅠ（再履修）

相原

剣

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
各文法事項の理解を確実なものにするとともに，文法事項が基本的なドイツ語の表現のなかでどのように機能しているかを確
認していきます。
春学期は，動詞の現在人称変化（ドイツ語では，主語の人称や数によって動詞が変化します。
）
，名詞と冠詞の格変化（ドイツ語
では，名詞に男性・女性・中性という性別があります。冠詞はその性別や格によって変化します。ドイツ語は文法が論理的でわ
かりやすいため，基本さえおさえてしまえば非常に取り組みやすく，より高度なスキルを身につけることも容易な言語だと思
います。
）といった事項からスタートします。
【到達目標】
ドイツ語の基礎文法をしっかりと復習する事を目標とします。まずは独検５級を楽々合格出来る力を身につけます。

２.授業内容
第 1 回：ドイツ語のアルファベット・発音等
第 2 回：現在人称変化
第 3 回：動詞の位置
第 4 回：sein, haben , werden
第 5 回：並列の接続詞
第 6 回：定冠詞
第 7 回：不定冠詞・否定冠詞
第 8 回：名詞の複数形
第 9 回：人称代名詞
第 10 回：不定冠詞類
第 11 回：定冠詞類
第 12 回：不規則変化動詞の現在人称変化
第 13 回：命令形
第 14 回：a：文法まとめ、b：試験

３.履修上の注意
毎回辞書は必ずご持参下さい（辞書については初回授業でご紹介します）
。継続的な取り組みが重要です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
【準備学習の内容】
予習の際は、個別の単語を日本語に翻訳し日本語で文章の意味を恣意的に再構成するといった方法を避け、出来るだけドイツ
語の構造を解き明かす事に注力して下さい。予習時点で一応の訳を書き留めることは原文に対する一つの態度決定という意味
でも重要です。
【復習すべき内容】
文法事項で未消化の部分があれば十分に復習をし、学習したドイツ語をしっかりと分析できるようにしておきましょう。小テ
スト等の復習は必須です。

５.教科書
新倉真矢子他著『ゲナウ！グラマティック ノイ』
（第三書房）

６.参考書
特に定めません。

７.成績評価の方法
定期試験（60％）＋平常点・授業の取り組み・小テスト（予復習の実践、訳出等の担当、単語テスト、単元テスト、独検）
（40％

８.その他

413

ドイツ語ＢⅡ

田中

謙司

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
ドイツ語 BI で学んだ文法事項を踏まえて、さらに初級段階で必要なドイツ語の基礎と応用力を養います。特に、各種の語順
と助動詞構文を重点的に取り上げます。
到達目標として、ドイツ語検定試験 4 級で問われる範囲の文法事項を理解し、実際に活用できることを目指します。

２.授業内容
第１回 話法の助動詞（1）助動詞構文
第２回 話法の助動詞（2）意味の使い分け／未来形
第３回 前置詞（1）前置詞の格支配
第４回 前置詞（2）3・4 格支配／再帰代名詞
第５回 再帰動詞
第６回 分離動詞
第７回 zu 不定詞（1）語順
第８回 zu 不定詞（2）用法
第９回 従属の接続詞
第 10 回 過去形
第 11 回 現在完了形
第 12 回 受動態
第 13 回 復習
第 14 回 a）まとめ b）試験
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
独和辞典を積極的に活用し、反復練習と復習に重点を置く。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
課題の復習問題に各自で解答し，事前に疑問点を整理する。

５.教科書
『ゲナウ! グラマティック ノイ』新倉真矢子・他著（第三書房）

６.参考書
特に定めない

７.成績評価の方法
出席を前提として，期末試験（60％）と授業への積極的参加度（40％）により評価する。

８.その他
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ドイツ語ＢⅡ

石原

竹彦

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
この講座では春学期に引き続きドイツ語の基礎文法を学習します。学習する範囲は，前置詞，複合動詞，再帰表現，過去形，完
了形，受動態，形容詞の格変化などで，ドイツ語技能検定の３級レベルに相応します。このセメスターが終了する頃には，グリ
ムなどの平易なドイツ語で書かれた文章が読めるようになっているはずです
12 月上旬におこなわれるドイツ語技能検定４級の合格を目指します。

２.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

前置詞 ２格支配，３格支配，４格支配の前置詞
前置詞 ３，４格支配の前置詞
分離動詞と非分離動詞
再帰動詞
zu 不定詞句
３基本形
過去形
過去形
現在完了形
現在完了形
受動態
関係代名詞
比較表現
a モジュール 試験 b モジュール 正答解説

３.履修上の注意
授業は連続して休まないようにしましょう。宿題をやってこなかったり，寝ていたり，ただそこに座っているだけでは出席に
はなりません。授業には積極的に参加してください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
語学は予習と復習による反復学習がとても大切です。授業の前に，テキストにあらかじめ目を通し，どのようなことを学ぶの
か確認しましょう。また毎回の授業で宿題を出しますので必ずやってきてください。

５.教科書
『Genau! グラマティック』
， 新倉真矢子他著，
（第三書房）

６.参考書
独和辞典

７.成績評価の方法
授業への貢献度２０％，ドイツ語技能検定の結果２０％，試験６０％
３分の２以上の出席が期末試験を受験する条件です。
出席の条件をクリアしたうえで，小テスト，試験の結果から総合的に評価します。

８.その他

415

ドイツ語ＢⅡ

相原

剣

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
ドイツ語の基礎文法をしっかりと身につける事を目標とします。ドイツ語 A の授業との有機的なリンケージを意識しながら，
各文法事項の理解を確実なものにするとともに，習得した文法事項が基本的なドイツ語の表現のなかでどのように機能してい
るかを確認していきます。
秋学期には，より高度で発展的な事項を扱っていきます。ドイツ語検定試験（独検）の対策も，授業のなかで随時行っていきま
す。
【到達目標】
ドイツ語の基礎文法をしっかりと身につける事を目標とします。１２月に実施される独検４級（さらには３級）合格で，身に
付いたドイツ語のスキルを実感できるようにしましょう。

２.授業内容
第１回：話法の助動詞の用法
第２回：未来形
第３回：前置詞
第４回：再帰代名詞・再帰動詞
第５回：分離動詞・非分離動詞
第６回：zu 不定詞
第７回：従属の接続詞
第８回：動詞の３基本形
第９回：過去形・現在完了形
第 10 回：受動態
第 11 回：形容詞の変化
第 12 回：形容詞・副詞の比較変化
第 13 回：関係代名詞
第 14 回：a：接続法，b：試験

３.履修上の注意
毎回辞書は必ずご持参下さい。継続的な取り組みが重要です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
【予習】
予習の際は，個別の単語を日本語に翻訳し日本語で文章の意味を恣意的に再構成するといった方法を避け，出来るだけドイツ
語の構造を解き明かす事に注力して下さい。予習時点で一応の訳を書き留めることは原文に対する一つの態度決定という意味
でも重要です。
【復習】
文法事項で未消化の部分があれば十分に復習をし，学習したドイツ語をしっかりと分析できるようにしておきましょう。小テ
スト等の復習は必須です。

５.教科書
新倉真矢子他著

『ゲナウ！グラマティック

ノイ』

（第三書房）

６.参考書
特に定めません。

７.成績評価の方法
定期試験（60％）＋平常点・授業の取り組み・小テスト（予復習の実践，訳出等の担当，単語テスト，単元テスト，独検）
（40％）

８.その他
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ドイツ語ＢⅡ（再履修）

相原

剣

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN121N

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
ドイツ語の基礎文法をしっかりと身につける事を目標とします。各文法事項の理解を確実なものにするとともに、習得した文
法事項が基本的なドイツ語の表現のなかでどのように機能しているかを確認していきます。
秋学期には、より高度で発展的な事項を扱っていきます。ドイツ語検定試験（独検）の対策も、授業のなかで随時行っていきま
す。
【到達目標】
ドイツ語の基礎文法をしっかりと身につける事を目標とします。１２月に実施される独検４級（さらには３級）合格で、身に
付いたドイツ語のスキルを実感できるようにしましょう。

２.授業内容
第 1 回：話法の助動詞の用法
第 2 回：未来形
第 3 回：前置詞
第 4 回：再帰代名詞・再帰動詞
第 5 回：分離動詞・非分離動詞
第 6 回：zu 不定詞
第 7 回：従属の接続詞
第 8 回：動詞の 3 基本形
第 9 回：過去形・現在完了形
第 10 回：受動態
第 11 回：形容詞の変化
第 12 回：形容詞・副詞の比較変化
第 13 回：関係代名詞
第 14 回：a:接続法、b：試験

３.履修上の注意
毎回辞書は必ずご持参下さい。継続的な取り組みが重要です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
【準備学習の内容】
予習の際は、個別の単語を日本語に翻訳し日本語で文章の意味を恣意的に再構成するといった方法を避け、出来るだけドイツ
語の構造を解き明かす事に注力して下さい。予習時点で一応の訳を書き留めることは原文に対する一つの態度決定という意味
でも重要です。
【復習すべき内容】
文法事項で未消化の部分があれば十分に復習をし、学習したドイツ語をしっかりと分析できるようにしておきましょう。小テ
スト等の復習は必須です。

５.教科書
新倉真矢子他著『ゲナウ！グラマティックノイ』
（第三書房）

６.参考書
特に定めません。

７.成績評価の方法
定期試験（60％）＋平常点・授業の取り組み・小テスト（予復習の実践、訳出等の担当、単語テスト、単元テスト、独検）
（40％）

８.その他

417

ドイツ語演習Ⅰ

関口

裕昭

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN221N

１.授業の概要・到達目標
ドイツ語を週 2 時間、1 年間学習したレベルの既修者を対象にして、読む・書く・聴く・話すのバランスの取れたドイツ語学
力の養成に努める、今年初めて開講する新しいクラスです。1 年後の達成レベルとしては、ドイツ語検定 3 級を確実にし、2 級
の合格も狙えるくらいを想定しています。
春学期の前半は、1 年時に学んだ文法事項の復習と、未修の項目(クラスにより異なるでしょうが、受動態、関係代名詞、形
容詞の格変化、接続法）を丁寧に学び、基礎力を確実にします。
そのあと、グリム童話からいくつかを抜粋して、文法を丁寧に説明しながら、ゆっくり購読します。これと並行して、ドイツ
映画の鑑賞と簡単な会話練習を取り入れます。

２.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

ガイダンス＋これまでに学習した文法項目の復習
現在完了十 3 基本形
受動態
形容詞の格変化
関係代名詞
接続法①
接続法②
グリム童話を読む(1)「星の銀貨(Sterntaler)」①
グリム童話を読む(2)「星の銀貨(Sterntaler)」②
ドイツ映画鑑賞(1)
グリム童話を読む(3)
グリム童話を読む(4)
グリム童話を読む(5)
まとめと復習

３.履修上の注意
このクラスは 1 年間週 2 時間ドイツ語を学んだ人化もしくは同程度の語学力を持つ学生を対象にしています。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業開始まで、これまでに学んだ文法事項を復習しておいてください。

５.教科書
「ゲナウ！
せん。

グラマティック ノイ」(第三書房) 1 年生の時に用いた文法テクストですので、新たに買い求める必要はありま

６.参考書
最初の授業で示します。

７.成績評価の方法
出席＋普段の授業の参加度・小テスト(60％)＋学期末試験(40％)

８.その他
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ドイツ語演習Ⅱ

関口

裕昭

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN221N

１.授業の概要・到達目標
ドイツ語を 1 年以上学び、さらに力をつけたい人のためのクラスです。読み、下書き、話し、聞くの 4 つの分野においてバ
ランスの取れた語学力の養成に努めますが、特に読解力の錬磨に力を注ぎます。具体的な目標をもって学習を進め、終了時に
少なくとも独検 3 級に合格できるレベル、可能なら 2 級合格をめざします。

２.授業内容
文学を中心とするさまざまなテクストを読み、日本語に訳す練習を毎回行います。併せて映画のセリフを聞き取ったり、簡
単な会話ができるようになる練習、独作文も随時取り入れます。
第 1 回 「モーツァルトの手紙」(＋会話練習)
第 2 回 グリム童話「カエルの王さま」(＋ヒアリング)
第 3 回 シュピリ「ハイジ」
第 4 回 リルケ「秋の日」(＋会話練習)
第 5 回 ゲーテ『若きウェルテルの悩み』
（＋映画鑑賞）
第 6 回 ことわざ・引用・アフォリズム(＋会話練習)
第 7 回 プロイスラー『クラバート』(＋映画鑑賞)
第 8 回 カフカ『変身』(＋映画鑑賞)
第 9 回 ツェラン「死のフーガ」
第 10 回 ヴァイツゼッカー大統領「1985 年 5 月 8 日の講演」(＋ヒアリング)
第 11 回 ズュースキント『香水』
第 12 回 マン『ヴェニスに死す』(＋映画鑑賞)
第 13 回 まとめと総合練習①
第 14 回 まとめと総合練習②

３.履修上の注意
ドイツ語を 1 年以上学び、独検 4 級に合格したレベルの学生を対象とします。毎回、紙媒体の辞書を持参してください。ま
た 10 回以上出席しないと単位は取得できません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
自分でこれまで学習したことをよく復習して、文法の基礎を固めておいてください。

５.教科書
『ドイツ語を読む(Lesebuch Deutsch）
』(Susanne Schermann、相原剣）朝日出版社

６.参考書
授業中に紹介します。

７.成績評価の方法
出席と平常点(小テストを含む)50％＋期末試験 50％

８.その他
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フランス語
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フランス語ＡⅠ

永倉

千夏子

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.授業の概要・到達目標
〈概要〉
フランス語の基本的な構造を学び，読む，書く，聞く，話すの基礎的運用を身につける。
〈到達目標〉
教科書の例文または同じレベルの文を聞き，読み，書き，応答できる。

２.授業内容
第１回：導入，アルファベ，発音と綴り字，基本的な挨拶，
第２回：主語人称代名詞，動詞 etre，数詞１～10，国籍，身分，職業を言う
第３〜４回：名詞の性数，不冠詞，形容詞１，提示の表現，動詞 avoir，
「誰か」
「何か」を聞き，答える
第５〜６回：第１群規則動詞，定冠詞，否定文，好き嫌いを聞く，答える
第７回：中間まとめ試験
第８回：指示形容詞，動詞 faire, descendre，疑問文，形容詞２，日付を聞き，答える。数詞 11〜40，月の名前
第９〜10 回：動詞 aller, venir，前置詞と定冠詞の縮約，命令形，交通手段を聞く，答える
第 11 回：所有形容詞，強勢形，疑問形容詞，数詞 41〜100，色，
「どの〜」
「どんな〜」を聞く，答える
第 12〜13 回：部分冠詞，第２群規則動詞，動詞 vouloir，欲しいものを聞く，答える
第 14 回：a：定期試験
b：全体の振り返りと試験の解答解説
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
授業中の口頭，筆記での応答，演習への参加，課題提出が平常点となる。
基本的な解説は毎回，授業の前に音声入りパワーポイントなどでクラスウェブに提示される。
必ずダウンロードし予習をすること。
授業の後は，クラスウェブから課題を提出すること。
予習，授業，課題提出の際には辞書が必須である。
秋学期に初級フランス語 AII を履修のこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
クラスウェブに提示された音声入りパワーポイントなどの授業資料をダウンロードし，視聴し，指示に従って例題に取り組む。
授業に参加後は，指示された課題を word ファイルでクラスウェブから提出する。
仏和辞典は必須である。

５.教科書
「ピエールとユゴー［コンパクト版］
（DVD 付き）」
，小笠原洋子著，白水社
購入の際は，コンパクト版であることを確認すること。

６.参考書
辞書は，次のもののうちいずれかまたは同等の電子版を必ず用意すること。
（必ずしも最新版である必要はなく，古いものでも
構わない）
プチ・ロワイヤル仏和辞典 第 5 版（旺文社）
（小型版あり）
クラウン仏和辞典 第 7 版（三省堂）
ベーシッククラウン仏和・和仏辞典 小型版（三省堂）
ディコ仏和辞典[新装版]（白水社）
プログレッシブ仏和辞典 第 2 版（小学館）

７.成績評価の方法
定期試験４０％＋平常点６０％
平常点は，毎週の課題提出，授業中の発表などからなる。

８.その他
クラウン，ル・ディコ，プチ・ロワイヤル，プログレッシヴなど仏和中辞典を用意すること。
（各辞書の単語数など詳しい違い
は初回授業資料に記載する）
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フランス語ＡⅠ

西村

美穂

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.授業の概要・到達目標
やさしいフランス語の文章を音読しながら，フランス語の仕組みを理解する。フランス語の聞き取りにも取り組み，コミュ
ニケーション能力を高める。そしてフランス語検定を目指しながら，フランス文化への理解も深めたい。はじめはアルファべ
から。

２.授業内容
① テクスト音読
② 文法確認
③ 仏会話・歌・詩などの聞きとり・音読
④ フランス語の暗記
第１回 アルファベ
第２回 綴り字の読み方
第３回 挨拶をする
第４回 名前と住んでいるところ
第５回 フランス人の名前
第６回 身分・職業・国籍
第７回 パリの名所
第８回 年齢・話す言葉・電話
第９回 フランコフォニー
第 10 回 家族
第 11 回 買い物・好き・嫌い
第 12 回 時間・予定
第 13 回 まとめ
第 14 回 a. 試験 b. 解説

３.履修上の注意
教室で指示する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
テクストの音声を何度も繰り返し聴き，声に出して読む。

５.教科書
« C’est à vous ! », Asako Yokomichi, Édition ASAHI, 2020.

６.参考書
教室で指示する。

７.成績評価の方法
平常点（課題・小テストを含む）70％，定期試験 30％

８.その他
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フランス語ＡⅠ

パジェス，クリストフ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.授業の概要・到達目標
この授業は，フランス語で自己表現ができるようになることを目的とした，フランス語会話クラスです。
限られた文法知識の中で，日常的な話題について自然に聞く・話すことができるようになることを目指しています。
授業は，発音，基本会話の習得，会話練習，リスニングという要素で構成され，各レッスンで取り上げられる話題について，
自然なフランス語での会話の仕方やボキャブラリーを学びます。ビデオを使用して，フランスの文化についても学びます。仏
検受験準備も行います。
必要に応じて日本語でも説明します。

２.授業内容
第１回 a のみ イントロダクション
第２回 レッスン 1
あなたは日本人ですか？
◯◯◯はフランス語/英語/日本語で何と言いますか？
第３回 レッスン 2
あなたはどこに住んでいますか？
どうやってここに来ますか？
第４回 レッスン 3
あなたの出身はどこですか？
芦屋を知っていますか？
第５回 レッスン 4
ここに来るのにどのくらい時間がかかりますか？
週に何回フランス語を勉強していますか？
第６回 レッスン 5
アルバイトをしていますか？
（アルバイトは）いいですか？
第７回 レッスン 6
あなたには兄弟姉妹はいますか？
あなたは何歳ですか？
第８回 確認テスト
第９回 レッスン 7
自由な時間があるときあなたは何をしますか？
どんな音楽が好きですか？
第 10 回 レッスン 8
今週末何をするつもりですか？
休みのあいだどこかに行くつもりですか？
第 11 回 レッスン 9
ふつうパリでは 8 月はどんな天気ですか？
明日はどんな天気ですか？
第 12 回 アクティビテ 1
道を尋ねる
第 13 回 アクティビテ 2
生活している場所を説明する
第 14 回 アクティビテ 3
天気について話す
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
授業への積極的参加を最も重視します。授業の予習と復習があります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：授業前に音声教材を聞いておくこと
復習：語彙と例文を記憶しておくこと

５.教科書
Moi, je...コミュニケーション（出版社：ALMA France-Japan Editeur）
ISBN 978-4-905343-03-5

６.参考書
無し

７.成績評価の方法
平常点（授業への積極的な参加＋小テスト）100%

８.その他
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フランス語ＡⅠ（再履修）

増田

晴美

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.授業の概要・到達目標
今日，私たちが世界と向かい合うとき，
「グローバル・ランゲージ＝英語」以外の言語が担う文化や表現形式を識ることが重
要です。フランス語は，国際的な外交言語・作業言語です。従って，フランス語を介したコミュニケーション能力を身につけた
いと考える人は少なくないでしょう。本授業では，
「ことばの仕組み＝文法」を理解し，フランス語で表現するための基礎を身
につけることを目的とします。同時に，フランス文化に触れて関心を持ち，フランス語の発展的理解を深めていくことも目標
です。フランス語検定（5 級，4 級）を目指すことも推奨します。

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

挨拶する・綴り字と発音
挨拶する・綴り字と発音
国籍を言うための表現
国籍を言うための表現
自己紹介を中心とした表現
自己紹介を中心とした表現
好きなものを言うために必要な表現
好きなものを言うために必要な表現
物をたずねる・場所をたずねる表現
物をたずねる・場所をたずねる表現
年齢等を言うための表現
年齢等を言うための表現
まとめ（１）
a: まとめ（２） b: 筆記試験形式による理解度の確認

３.履修上の注意
本授業は再履修科目であることから，学習事項が速やかに単位取得に結び付くことが，まずは何よりも重要です。教科書と辞
書を必ず持参してください。持参しないものは「不可」とします。また，授業の進行を妨げるような講義途中の入室，退出，私
語等を慎みましょう。場合によっては減点，或いは「不可」の対象とします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・普段からフランス発（ヨーロッパ発）のニュースに関心を持つと良いでしょう。
・フランス語検定（5 級，4 級）を目指すと，資格取得にも結び付き，モチベーションアップになるでしょう。

５.教科書
『パリのクール・ジャパン』

藤田裕二（朝日出版社） 2012 年

６.参考書
辞書は，各自，自由に選び，必ず持参すること。

７.成績評価の方法
授業と定期試験の総合評価とする（試験 40％，出席状態と授業内の活動 60％）
。

８.その他
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フランス語ＡⅡ

永倉

千夏子

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.授業の概要・到達目標
〈概要〉
フランス語の基本的な構造を学び，読む，書く，聞く，話すの基礎的運用を身につける。
〈到達目標〉
教科書の例文または同じレベルの文を聞き，読み，書き，応答できる。

２.授業内容
第１回：非人称構文，直接目的語の人称代名詞，動詞 pouvoir，時刻を聞く，答える
第２〜３回：動詞 prendre，間接目的語の人称代名詞，代名動詞，値段を聞く，答える
第４〜５回：近接未来，近接過去，中性代名詞，料理を選ぶ
第６回：比較級，最上級，序数詞，比較する
第７回：中間まとめ試験
第８〜９回：過去分詞，助動詞 avoir の複合過去，曜日，過去のことを話す１
第 10 回：助動詞 etre の複合過去，数詞 200〜10000，過去のことを話す２
第 11 回：半過去，複合過去と版過去の使い分け，理由を聞く，答える
第 12 回：単純未来，近接未来と単純未来，四季，未来のことを話す
第 13 回：補足：条件法現在，願望を聞く，答える
第 14 回：a：定期試験
b：全体の振り返りと試験の解答解説
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
授業中の口頭，筆記での応答，演習への参加，課題提出が平常点となる。
基本的な解説は毎回，授業の前に音声入りパワーポイントなどでクラスウェブに提示される。
必ずダウンロードし予習をすること。
授業の後は，クラスウェブから課題を提出すること。
予習，授業，課題提出の際には辞書が必須である。
春学期にフランス語 AI を履修のこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
クラスウェブに提示された音声入りパワーポイントなどの授業資料をダウンロードし，視聴し，指示に従って例題に取り組む。
授業に参加後は，指示された課題を word ファイルでクラスウェブから提出する。
仏和辞典は必須である。

５.教科書
「ピエールとユゴー［コンパクト版］
（DVD 付き）
」小笠原洋子著，白水社
購入の際には，コンパクト板であることを確認のこと

６.参考書
辞書は，次のもののうちいずれかまたは同等の電子版を必ず用意すること。
（必ずしも最新版である必要はなく，古いものでも
構わない）
プチ・ロワイヤル仏和辞典 第 5 版（旺文社）
（小型版あり）
クラウン仏和辞典 第 7 版（三省堂）
ベーシッククラウン仏和・和仏辞典 小型版（三省堂）
ディコ仏和辞典[新装版]（白水社）
プログレッシブ仏和辞典 第 2 版（小学館）

７.成績評価の方法
定期試験４０％＋平常点６０％
平常点は，毎週の課題提出，授業中の発表などからなる。

８.その他
クラウン，ル・ディコ，プチ・ロワイヤル，パスポートなど仏和中辞典を用意すること。
（各辞書の違いは初回授業時に説明）
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フランス語ＡⅡ

西村

美穂

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.授業の概要・到達目標
やさしいフランス語の文章を音読しながら，フランス語の仕組みを理解する。フランス語の聞き取りにも取り組み，コミュ
ニケーション能力を高めてゆく。そしてフランス語検定（５級・４級）に備えながら，フランス文化への理解も深めたい。

２.授業内容
① テクスト音読
② 文法確認
③ 仏会話・歌・詩などの聞きとり・音読
④ フランス語の暗記
第１回 コーヒーはいかが？
第２回 スポーツと趣味
第３回 過去のことを話す
第４回 日常生活
第５回 家
第６回 ペールラシェーズ墓地
第７回 比較・願望
第８回 お天気
第９回 オルセー美術館
第 10 回 ジェスチャー
第 11 回 感情
第 12 回 料理
第 13 回 まとめ
第 14 回 a. 試験 b. 解説

３.履修上の注意
教室で指示する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
テクストの音声を何度も繰り返し聴き，声に出して読む。

５.教科書
« C’est à vous ! », Asako Yokomichi, Édition ASAHI, 2020.

６.参考書
その都度，教室で指示する。

７.成績評価の方法
平常点（課題・小テストを含む）70％，定期試験 30％

８.その他
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フランス語ＡⅡ

パジェス，クリストフ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.授業の概要・到達目標
この授業は，フランス語で自己表現ができるようになることを目的とした，フランス語会話クラスです。
限られた文法知識の中で，日常的な話題について自然に聞く・話すことができるようになることを目指しています。
授業は，発音，基本会話の習得，会話練習，リスニングという要素で構成され，各レッスンで取り上げられる話題について，
自然なフランス語での会話の仕方やボキャブラリーを学びます。ビデオを使用して，フランスの文化についても学びます。仏
検 4 級，5 級を目指します。
必要に応じて日本語でも説明します。

２.授業内容
第１回 a のみ イントロダクション
第２回 レッスン 1
あなたは休みのあいだ何をしましたか？
それはどうでしたか？
第３回 レッスン 2
あなたは外国に行ったことがありますか？
あなたはエスカルゴを食べたことがありますか？
第４回 レッスン 3
もし私がフランスに行ったら，何をするのがおすすめですか？
いつの季節に行くのがいいですか？
第５回 レッスン 4
あなたは最近よい映画を見ましたか？
あなたの一番好きな俳優は誰ですか？
第６回 レッスン 5
ふつう朝御飯は何を食べますか？
あなたの家で料理をするのは誰ですか？
第７回 レッスン 6
普段何時に起きますか？
今朝は何時に起きましたか？
第８回 確認テスト
第９回 レッスン 7
あなたは高校生の時どんなスポーツをしていましたか？
（そのスポーツを）まだやっていますか？
第 10 回 レッスン 8
もし時間がたくさんあったら，どんなことをしてみたいですか？
もしあなたがお金持ちだったら，働きますか？
第 11 回 レッスン 9
将来何をしたいですか？
５年後あなたはどこに住んでいると思いますか？
第 12 回 アクティビテ 1
その日・その週のスケジュール
第 13 回 アクティビテ 2
レストランで何かを注文する
第 14 回 アクティビテ 3
観光ガイドブックを読む（気候，観光情報，特産品）
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
授業への積極的参加を最も重視します。授業の予習と復習があります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：授業前に音声教材を聞いておくこと
復習：語彙と例文を記憶しておくこと

５.教科書
Moi, je...コミュニケーション（出版社：ALMA France-Japan Editeur）
ISBN 978-4-905343-03-5

６.参考書
無し

７.成績評価の方法
平常点（授業への積極的な参加＋小テスト）100%

８.その他
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フランス語ＡⅡ（再履修）

増田

晴美

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.授業の概要・到達目標
今日，私たちが世界と向かい合うとき，
「グローバル・ランゲージ＝英語」以外の言語が担う文化や表現形式を識ることが重
要です。フランス語は，国際的な外交言語・作業言語です。従って，フランス語を介したコミュニケーション能力を身につけた
いと考える人は少なくないでしょう。本授業では，
「ことばの仕組み＝文法」を学び，
「聞く・話す」力を養い，文字でも音声で
も理解し，コミュニケーションができるようになることを目的とします。同時に，フランス文化に触れて関心を持ち，フラン
ス語の発展的理解を深めていくことも目標です。フランス語検定（5 級，4 級）を目指すことも推奨します。

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

復習（１） 冠詞や aller・ｖenir など
復習（２） 定冠詞の縮約など
家族について語る 所有の表現
家族について語る 所有の表現
買い物をする 日用品の語彙 比較表現
買い物をする 日用品の語彙 比較表現
月や曜日を言う 補語人称代名詞
月や曜日を言う 補語人称代名詞
天候や時刻を言う 代名動詞など
天候や時刻を言う 代名動詞など
過去や未来の話をする 色や移動手段の表現など
過去や未来の話をする 色や移動手段の表現など
過去や未来の話をする 様々な否定や季節の語彙の表現など
a : まとめ b : 筆記試験による理解度の確認

３.履修上の注意
本授業は再履修科目であることから，学習事項が速やかに単位取得に結び付くことが，まずは何よりも重要です。教科書と辞
書を必ず持参してください。持参しないものは「不可」とします。また，授業の進行を妨げるような講義途中の入室，退出，私
語等を慎みましょう。場合によっては減点，或いは「不可」の対象とします。
なお，教室内での勉強を，フランス語検定（５級・４級）チャレンジにもつなげると，資格取得ともなり，モチベーションがア
ップすることでしょう。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・普段からフランス（あるいはヨーロッパ）発のニュースに関心を持つとよい。
・時間があるときに，教科書のコラム欄（文化的なトピック）に目を通すとよい。

５.教科書
『パリのクール・ジャパン』

藤田裕二（朝日出版社） 2012 年

６.参考書
辞書は，各自，自由に選び，必ず持参すること。

７.成績評価の方法
授業と定期試験の総合評価とする（試験 40％，出席状態と授業内の活動 60％）
。

８.その他
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フランス語ＢⅠ

増田

晴美

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.授業の概要・到達目標
今日，様々な民族が共生・対立する世界情勢の中で，問題を発見し解決する柔軟な思考方法を獲得するには，
「グローバル・
ランゲージ＝英語」以外の言語が担う文化や表現形式を識ることが重要である。フランス語は，国際的な外交言語・作業言語
であるため，フランス語を介したコミュニケーション能力を身につけたいと考える人は少なくないだろう。
本授業では，
「ことばの仕組み＝文法」を理解し，フランス語で表現するための基礎を身につけ，英語圏（anglophone）とは
異なるフランス語圏（francophone）の存在に慣れ親しむことを目的とする。

２.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

アルファベ, 綴り字の読み方
名詞の性と数, 不定冠詞
部分冠詞，定冠詞
Il y a を始めとする慣用表現
主語人称代名詞，規則動詞について
基本動詞の直説法現在
否定形，疑問文，指示形容詞
形容詞の位置その他，名詞・形容詞の複数形
形容詞につく不定冠詞 aller, venir の直説法現在
冠詞の縮約，形容詞の女性形
疑問形容詞，さまざまな不規則動詞の直説法現在（１）
命令形，所有形容詞，さまざまな不規則動詞の直説法現在（２）
過去分詞と直説法複合過去
a: まとめ b: 筆記試験形式による理解度の確認

３.履修上の注意
・教科書と辞書を必ず持参すること。持参しないものは「不可」とするので要注意。
・授業の進行を妨げるような講義途中の入室，退出，私語等を慎むこと。
場合によっては減点や単位「不可」の対象とする。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・ふだんから，フランス発，あるいはヨーローッパ発の情報・ニュースに関心を持つようにするとよい。
・授業に先立ち，前回学んだことを復習しておくことが望ましい。

５.教科書
『ル・フランセ』斎藤昌三著（白水社）

６.参考書
特に指定なし。辞書は紙の辞書，電子辞書のどちらでも可。

７.成績評価の方法
授業と定期試験の総合評価とする（試験 40％，授業内の活動 60％）
。

８.その他
授業内容は，進度や習熟度等，必要に応じて調整することがある。
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フランス語ＢⅠ

宮川

慎也

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.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。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ます。
・国際的な分野で活躍できる視野を養います。
・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ます。

２.授業内容
各回の内容は，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

アルファベの読み方，綴り字の読み方
名詞の性と数，不定冠詞
部分冠詞，定冠詞
Il y a などの慣用表現
主語人称代名詞，規則動詞（―er 動詞と―ir 動詞）
基本動詞の直説法現在
否定形，疑問文に対する答え，指示形容詞
形容詞の位置，形容詞の女性形，名詞の複数形・形容詞の複数形
形容詞の前の不定冠詞（複数） des→de，不規則動詞 aller, venir の直説法現在
冠詞の縮約（à+定冠詞, de+定冠詞）
，形容詞の女性形
疑問形容詞，不規則動詞 faire, prendre mettre, attendre の直説法現在
命令形，所有形容詞，不規則動詞 partir, vouloir, pouvoir, devoir の直説法現在
過去分詞，直説法複合過去
a 期末試験
b 正答解説

３.履修上の注意
受講姿勢（問題演習に取り組む姿勢など）も重視するので，テストの苦手な人はその点で頑張りましょう。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業で扱う課題文を，できるかぎり音読しましょう。
また，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，繰り返し復習しましょう。

５.教科書
『ル・フランセ』斎藤昌三著（白水社）

６.参考書
仏和辞典は毎回持参しましょう。

７.成績評価の方法
試験（中間・期末の 2 回）…80％，平常点（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。
なお，仏検の合格は成績に加算するので，合格者は速やかに申し出て下さい。

８.その他
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フランス語ＢⅠ

八木

淳

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.授業の概要・到達目標
《授業の概要》
フランス語の初級文法を説明します。まず文法を項目ごとに詳しく説明し，それに関する練習問題を解いてもらいます。そ
の後，練習問題の答え合わせを，詳細な解説を加えながら行います。
《授業の到達目標》
（１）フランス語の文章読解や会話に必要な初級文法の習得を目ざします。
「フランス語ＢＩ」では，文法の入門から初級文
法の前半つまり過去形の一つである「複合過去」までを扱います。
（２）文法規則を覚えるだけでなく， 練習問題を解くことにより習熟度を高めて行きます。
（３）平易な文章が理解できるよう，例文や問題文の和訳にも力を入れ，応用力を養います。
（４）授業内でフランス語の検定試験（実用フランス語検定試験いわゆる仏検）の受験準備も行います。秋試験（11 月）で
5 級または 4 級が受験できるようなレベルを目指します。

２.授業内容
フランス語の初級文法の前半を習得します。文法事項の説明をし，練習問題を解きながら知識の定着を図り，日常会話，簡単
な読み物の読解に応用できるような能力を養います。また基本的な単語や短文を正確に音読できるよう，発音の練習も行いま
す。
以下の項目に従って文法事項を説明し，練習問題の演習を通して確認して行きます。
第１回：男性名詞，女性名詞，名詞の複数形を説明し，練習問題を通して確認します。
第２回：不定冠詞と部分冠詞を説明し，練習問題を通して確認します。
第３回：定冠詞を説明し，練習問題を通して確認します。
第４回：提示表現（Voici, Voilà/C’est, Ce sont/ Il y a）の用法を説明し, 練習問題を通して確認します。
第５回：主語人称代名詞および規則動詞（―er 動詞と―ir 動詞）を説明し, 練習問題を通して確認します。
第６回：疑問文の作り方を説明し，練習問題を通して確認します。
第７回：être と avoir の直説法現在および否定形を説明し, 練習問題を通して確認します。
第８回：疑問文に対する答えおよび指示形容詞を説明し，練習問題を通して確認します。
第９回：形容詞の位置と女性形を説明し，練習問題を通して確認します。
第 10 回：名詞の複数形・形容詞の複数形および形容詞の前の des の変化を説明し，練習問題を通して確認します。
第 11 回：不規則動詞 aller, venir の直説法現在および冠詞の縮約（à+定冠詞, de+定冠詞）を説明し，練習問題を通して確認
します。
第 12 回：所有形容詞と疑問形容詞を説明し，練習問題を通して確認します。
第 13 回：命令形を説明し，練習問題を通して確認します。
第 14 回：過去形の一つである複合過去を説明し，練習問題を通して確認します。

３.履修上の注意
語学では独善的にならず，人から間違いを直されたり，色々な表現を教えられたりしながら習得することが大切です。次回授
業の範囲を予告しますので，教科書を読み予習してください。また授業をよく聞いてノートを取り，その上で適宜，習得した
事項を復習することも必要です。授業への学生の積極的な参加を望みます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業の終わりにその時間に習った文法事項をまとめます。合わせて解いておくべき練習問題を指定します。課題にはしませ
んが復習に役立ててください（復習は一時間程度）
。
また，次回の授業で扱う項目を予告します。スムーズに理解できるよう，どのような事項を学習するか目を通しておいてく
ださい（予習は一時間程度）

５.教科書
『《新版》ル・フランセ』
，斉藤昌三著，白水社。

６.参考書
『コレクション，フランス語』シリーズ，田島宏編，白水社。
『もっと知りたいフランス』
，斎藤広信他著，駿河台出版社。

７.成績評価の方法
中間試験（１回，40％）
，平常点（20％）
，期末試験（40％）で評価します。中間試験および期末試験の問題はテキストに基づい
て出題し，基礎的知識と理解力を試すものとします。なお, 仏検合格者については評価に加点します。また，平常点は，授業
内への参加度，貢献度に基づいて評価します。

８.その他
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フランス語ＢⅠ（再履修）

八木

淳

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.授業の概要・到達目標
《授業の概要》
フランス語の初級文法を説明します。まず文法を項目ごとに詳しく説明してから練習問題を解いてもらいます。その後，問
題の答え合わせを，詳細な解説を加えながら行います。
《授業の到達目標》
（１）フランス語の文章読解や会話に必要な初級文法の習得を目ざします。
「フランス語ＢＩ」では，文法の入門から初級文
法の前半つまり過去形の一つである「複合過去」までを扱います。
（２）文法規則を覚えるだけでなく，練習問題を解くことにより習熟度を高めて行きます。
（３）特に平易な文章が理解できるよう，例文や問題文の和訳にも力を入れ，応用力を養います。
（４）授業内でフランス語の検定試験（実用フランス語検定試験いわゆる仏検）の受験準備も行います。

２.授業内容
フランス語の初級文法の前半を習得します。文法事項の説明をし，練習問題を解きながら知識の定着を図り，日常会話，簡単
な読み物の読解に応用できるような能力を養います。また基本的な単語や短文を正確に音読できるよう，発音の練習も行いま
す。
以下の項目に従って文法事項を説明し，練習問題の演習を通して確認して行きます。
第１回：男性名詞，女性名詞，名詞の複数形を説明し，練習問題を通して確認します。
第２回：不定冠詞と部分冠詞を説明し，練習問題を通して確認します。
第３回：定冠詞を説明し，練習問題を通して確認します。
第４回：提示表現（Voici, Voilà/C’est, Ce sont/ Il y a）の用法を説明し, 練習問題を通して確認します。
第５回：主語人称代名詞および規則動詞（―er 動詞と―ir 動詞）を説明し, 練習問題を通して確認します。
第６回：疑問文の作り方を説明し，練習問題を通して確認します。
第７回：être と avoir の直説法現在および否定形を説明し, 練習問題を通して確認します。
第８回：疑問文に対する答えおよび指示形容詞を説明し，練習問題を通して確認します。
第９回：形容詞の位置と女性形を説明し，練習問題を通して確認します。
第 10 回：名詞の複数形・形容詞の複数形および形容詞の前の des の変化を説明し，練習問題を通して確認します。
第 11 回：不規則動詞 aller, venir の直説法現在および冠詞の縮約（à+定冠詞, de+定冠詞）を説明し，練習問題を通して確認
します。
第 12 回：所有形容詞および疑問形容詞を説明し，練習問題を通して確認します。
第 13 回：命令形を説明し，練習問題を通して確認します。
第 14 回：複合過去形を説明し，練習問題を通して確認します。

３.履修上の注意
語学では独善的にならず，人から間違いを直されたり，色々な表現を教えられたりしながら習得することが大切です。次回授
業の範囲を予告しますので，教科書を読み予習してください。また授業をよく聞いてノートを取り，その上で適宜，習得した
事項を復習することも必要です。授業への学生の積極的な参加を望みます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業の終わりにその時間に習った文法事項をまとめます。合わせて解いておくべき練習問題を指定します。課題にはしませ
んが復習に役立ててください（復習時間一時間程度）
。
また, 次回の授業で扱う項目を予告します。スムーズに理解できるよう，どのような事項を学習するか目を通しておいてく
ださい（予習時間一時間程度）
。

５.教科書
『《新版》ル・フランセ』
，斉藤昌三著，白水社。
また，練習問題用としてプリントを用います。プリントは毎時間，配布しますので受け取ってください。

６.参考書
『コレクション，フランス語』シリーズ，田島宏編，白水社。
『もっと知りたいフランス』
，斎藤広信他著，駿河台出版社。

７.成績評価の方法
中間試験（１回，40％）
，平常点（20％）
，期末試験（40％）で評価します。中間試験および期末試験の問題はテキストに基づい
て出題し，基礎的知識と理解力を試すものとします。なお, 仏検合格者については評価に加点します。また，平常点は，授業
内への参加度，貢献度に基づいて評価します。

８.その他
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フランス語ＢⅡ

増田

晴美

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.授業の概要・到達目標
今日，様々な民族が共生・対立する世界情勢の中で，問題を発見し解決する柔軟な思考方法を獲得するには，
「グローバル・
ランゲージ＝英語」以外の言語が担う文化や表現形式を識ることが重要である。フランス語は，国際的な外交言語・作業言語
であるため，フランス語を介したコミュニケーション能力を身につけたいと考える人は少なくないだろう。
本授業では，
「ことばの仕組み＝文法」を理解し，フランス語で表現するための基礎を身につけ，英語圏（anglophone）とは
異なるフランス語圏（francophone）の存在に慣れ親しむことを目的とする。

２.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

形容詞・副詞の比較の表現（1）
形容詞・副詞の比較の表現（2）
特殊な比較の表現，動詞 voir, savoir, dire, recevoir の直説法現在
関係代名詞について
疑問代名詞について
人称代名詞について
受動態の表現
指示代名詞や強調構文
代名動詞について
非人称構文の確認
直説法単純未来
中性代名詞 le, en, y
直説法半過去
a: まとめ b: 筆記試験形式による理解度の確認

３.履修上の注意
・教科書と辞書を必ず持参すること。持参しないものは「不可」とするので要注意。
・授業の進行を妨げるような講義途中の入室，退出，私語等を慎むこと。
場合によっては減点や単位「不可」の対象とする

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・ふだんから，フランス発，あるいはヨーローッパ発の情報・ニュースに関心を持つようにするとよい。
・毎回の授業で学んだことをその週のうちに復習しておくのが望ましい。

５.教科書
『ル・フランセ』斎藤昌三著（白水社）

６.参考書
特になし。辞書は紙の辞書，電子辞書のどちらでも可。

７.成績評価の方法
授業と定期試験の総合評価とする（試験 40％，授業内の活動 60％）
。

８.その他
授業内容は，進度や習熟度等，必要に応じて調整することがある。
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フランス語ＢⅡ

宮川

慎也

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.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。
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。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ます。
・国際的な分野で活躍できる視野を養います。
・資格を増やすため，フランス語検定 5 級，4 級の取得を目指します。

２.授業内容
各回の内容は，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

形容詞・副詞の比較級
形容詞・副詞の最上級
特殊な優等比較級・最上級，不規則動詞 voir, savoir, dire, recevoir の直説法現在
関係代名詞
疑問代名詞
人称代名詞，直接目的補語と過去分詞の一致
受動態
指示代名詞，強調構文
代名動詞
非人称構文
直説法単純未来
中性代名詞 le, en, y
直説法半過去
a 期末試験
b 正答解説

３.履修上の注意
受講姿勢（問題演習に取り組む姿勢など）も重視するので，テストの苦手な人はその点で頑張りましょう。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業で扱う課題文を，できるかぎり音読しましょう。
また，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，繰り返し復習しましょう。

５.教科書
『ル・フランセ』斎藤昌三著（白水社）

６.参考書
仏和辞典は毎回持参しましょう。

７.成績評価の方法
試験（中間・期末の 2 回）…80％，平常点（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。
なお，仏検の合格は成績に加算するので，合格者は速やかに申し出て下さい。

８.その他
Ⅱの履修にはⅠの単位取得が必要です。
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フランス語ＢⅡ

八木

淳

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.授業の概要・到達目標
《授業の概要》
フランス語の初級文法の後半を説明します。各文法項目ごとに練習問題を解いてもらった後，詳しい解説を行います。
《授業の到達目標》
（１）フランス語の文章読解や会話に必要な初級文法の習得を目ざします。
「フランス語ＢⅡ」では，
「形容詞と副詞の比較級
と最上級」から「半過去」までの文法事項を扱います。
（２）文法規則を覚えるだけでなく， 練習問題を解くことにより習熟度を高めて行きます。
（３）平易な文章が理解できるよう，例文や問題文の和訳にも力を入れ，応用力を養います。
（４）授業内でフランス語の検定試験（実用フランス語検定試験いわゆる仏検）の４級ないし５級の取得に向け，試験対策を
行います。

２.授業内容
フランス語の初級文法の後半を習得しながら，様々な表現を練習します。文法事項の説明をし，練習問題を解きながら知識の
定着を図り，日常会話，簡単な読み物の読解に応用できるような能力を養います。また基本的な単語や短文を正確に音読でき
るよう，発音の練習も行います。
以下の項目に従って文法事項を説明し，様々な表現を含んだ練習問題の演習を通して確認して行きます。
第１回：直説法複合過去を復習します。もう一度作り方を説明した後，練習問題を通して確認します。
第２回：形容詞・副詞の比較級および特殊な優等比較級を説明し，練習問題を通して確認します。
第３回：形容詞・副詞の最上級および特殊な優等最上級を説明し，練習問題を通して確認します。
第４回：関係代名詞（QUI, QUE, DONT, OU）を説明し，練習問題を通して確認します。
第５回：疑問代名詞を説明し，練習問題を通して確認します。
第６回：人称代名詞および直接目的補語と過去分詞の一致を説明し，練習問題を通して確認します。
第７回：受動態を説明し，練習問題を通して確認します。
第８回：代名動詞を説明し，練習問題を通して確認します。
第９回：非人称構文を説明し，練習問題を通して確認します。
第 10 回：強調構文を説明し，練習問題を通して確認します。
第 11 回：直説法単純未来を説明し，練習問題を通して確認します。
第 12 回：中性代名詞 （le, en, y）を説明し，練習問題を通して確認します。
第 13 回：直説法半過去を説明し，練習問題を通して確認します。
第 14 回：複合過去と半過去の違いを説明し，きちんと使い分けられるよう練習問題を通して確認します。

３.履修上の注意
語学では独善的にならず，人から間違いを直されたり，色々な表現を教えられたりしながら習得することが大切です。次回授
業の範囲を予告しますので，教科書を読み予習してください。また授業をよく聞き，その上で適宜，習得した事項を復習する
ことも必要です。授業への学生の積極的な参加を望みます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業の終わりにその時間に習った文法事項をまとめます。あわせて解いておくべき練習問題を指定します。課題にはしませ
んが復習に役立ててください（復習時間一時間程度）
。
また, 次回の授業で扱う項目を予告します。スムーズに理解できるよう，どのような事項を学習するか目を通しておいてく
ださい（予習時間一時間程度）
。

５.教科書
『《新版》ル・フランセ』
，斉藤昌三著，白水社。

６.参考書
『コレクション，フランス語』シリーズ，田島宏編，白水社。
『もっと知りたいフランス』
，斎藤広信他著，駿河台出版社。

７.成績評価の方法
中間試験（１回，40％）
，平常点（20％）
，期末試験（40％）で評価します。中間試験および期末試験の問題はテキストに基づい
て出題し，基礎的知識と理解力を試すものとします。なお, 仏検合格者については評価に加点します。また，平常点は，授業
内への参加度，貢献度に基づいて評価します。

８.その他
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フランス語ＢⅡ（再履修）

増田

晴美

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN131N

１.授業の概要・到達目標
今日，様々な民族が共生・対立する世界情勢の中で，問題を発見し解決する柔軟な思考方法を獲得するには，
「グローバル・
ランゲージ＝英語」以外の言語が担う文化や表現形式を識ることが重要である。フランス語は，国際的な外交言語・作業言語
であるため，フランス語を介したコミュニケーション能力を身につけたいと考える人は少なくないだろう。
本授業では，
「ことばの仕組み＝文法」を理解し，フランス語で表現するための基礎を身につけ，英語圏（anglophone）とは
異なるフランス語圏（francophone）の存在に慣れ親しむことを目的とする。

２.授業内容
［第１回］復習による知識の確認
［第２回］近い未来，近い過去の表現（１）
［第３回］近い未来，近い過去の表現（２）
［第４回］比較の表現（１）
［第５回］比較の表現（２）
［第６回］誰を？ 誰に？ の表現（１）
［第７回］誰を？ 誰に？ の表現（２）
［第８回］日常の生活を語る（１）
［第９回］日常の生活を語る（２）
［第 10 回］過去や未来について語る（１）
［第 11 回］過去や未来について語る（２）
［第 12 回］過去や未来について語る（３）
［第 13 回］まとめ（１）
［第 14 回］ａ：まとめ（２） ｂ：筆記試験形式で理解度を確認

３.履修上の注意
・教科書と辞書を必ず持参すること。持参しないものは「不可」とするので要注意。
・授業の進行を妨げるような講義途中の入室，退出，私語等を慎むこと。
場合によっては減点や単位「不可」の対象とする
・質問には挙手をして答える，指名されたときは大きい声で答える，などの積極性と持つとよい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・ふだんから，フランス発，あるいはヨーローッパ発の情報・ニュースに関心を持つようにするとよい。
・毎回の授業で学んだことをその週のうちに復習しておくのが望ましい。

５.教科書
『きみはな（きみと話したい！

フランス語

スマート版）
』大久保政憲・木島愛（朝日出版社）2019 年

６.参考書
特になし。辞書は紙の辞書，電子辞書のどちらでも可。

７.成績評価の方法
授業と定期試験の総合評価とする（試験 40％，授業内の活動 60％）
。

８.その他
授業内容は，進度や習熟度等，必要に応じて調整することがある。
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フランス語演習Ⅰ

パジェス，クリストフ

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN231N

１.授業の概要・到達目標
この授業は，
「読む，書く」だけでなく，
「聞く，話す（発音）
」を含めた基本的なフランス語のコミュニケーション能力をバ
ランスよく習得するクラスです。フランスの日常生活において想定される様々なテーマを用いながら，基本的な会話文を応用
することによって，自分の考えを発信することができる表現力を身につけることを目標としています。
１年生で学んだことを生かしながら，より応用力を深めるクラスです。

２.授業内容
第１回 レッスン 1
きみは日本人？①
第２回 レッスン 1
きみは日本人？②
第３回 レッスン 2
きみはバイトしてるの？①
第４回 レッスン 2
きみはバイトしてるの？②
第５回 レッスン 3
スポーツは好き？①
第６回 レッスン 3
スポーツは好き？②
第７回 レッスン 4
どこでお昼食べるの？①
第８回 レッスン 4
どこでお昼食べるの？②
第９回 レッスン 5
兄弟姉妹はいる？①
第 10 回 レッスン 5
兄弟姉妹はいる？②
第 11 回 レッスン 6
あなたのお姉さんは，どんな感じですか？①
第 12 回 レッスン 6
あなたのお姉さんは，どんな感じですか？②
第 13 回 レッスン 7
ふだん，夜は何してる？①
第 14 回 レッスン 7
ふだん，夜は何してる？②
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
授業への積極的参加を最も重視します。授業の予習と復習があります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業前に音声教材を聞いておくこと。ボキャブラリーをなるべく暗記しておくこと。

５.教科書
『ぜんぶ話して！改訂版 Dis-moi tout ! Nouvelle édition』/レナ・ジュンタ／清岡智比古
ISBN : 978-4-560-06140-4

６.参考書
無し

７.成績評価の方法
平常点（授業への積極的な参加＋小テスト）100%

８.その他
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白水社

2021 年

フランス語演習Ⅱ

パジェス，クリストフ

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN231N

１.授業の概要・到達目標
この授業は，
「読む，書く」だけでなく，
「聞く，話す（発音）
」を含めた基本的なフランス語のコミュニケーション能力をバ
ランスよく習得するクラスです。フランスの日常生活において想定される様々なテーマを用いながら，基本的な会話文を応用
することによって，自分の考えを発信することができる表現力を身につけることを目標としています。
１年生で学んだことを生かしながら，より応用力を深めるクラスです。

２.授業内容
第１回 レッスン 8
ふだん，朝は何食べる？①
第２回 レッスン 8
ふだん，朝は何食べる？②
第３回 レッスン 9
週末は，どこに行く？①
第４回 レッスン 9
週末は，どこに行く？②
第５回 レッスン 10
お母さんとよく電話する？①
第６回 レッスン 10
お母さんとよく電話する？②
第７回 レッスン 11
家を何時に出る？①
第８回 レッスン 11
家を何時に出る？②
第９回 レッスン 12
パリでは，7 月はどんな天気？①
第 10 回 レッスン 12
パリでは，7 月はどんな天気？②
第 11 回 レッスン 13
この前の夏，何した？①
第 12 回 レッスン 13
この前の夏，何した？②
第 13 回 レッスン 14
今朝，何時に起きた？①
第 14 回 レッスン 14
今朝，何時に起きた？②
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
授業への積極的参加を最も重視します。授業の予習と復習があります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業前に音声教材を聞いておくこと。ボキャブラリーをなるべく暗記しておくこと。

５.教科書
『ぜんぶ話して！改訂版 Dis-moi tout ! Nouvelle édition』/レナ・ジュンタ／清岡智比古
ISBN : 978-4-560-06140-4

６.参考書
無し

７.成績評価の方法
平常点（授業への積極的な参加＋小テスト）100%

８.その他
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スペイン語ＡⅠ

山本

昭代

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN141N

１.授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
この講義では，スペイン語の日常レベルの会話とそのために必要な文法の基礎を学びます。挨拶，自己紹介，買い物などの日
常生活に必要な現在時制での表現が中心となります。同時にスペイン語が話されるさまざまな国や地域の文化や習慣について
も触れ，言語が話される社会の背景についても理解を深めていきます。
≪授業の到達目標及びテーマ≫
観光やホームステイなどで，日常的な意思疎通が可能になるレベルを目指します。
言語は他者を知るための窓口です。語学の学習を通じて未知のスペイン語世界に触れてみてください。スペイン・中南米の音
楽・映画・文学・歴史など，多様で多彩なスペイン語世界にきっと魅了されるはずです。

２.授業内容
第１回：イントロダクション（授業イントロダクション，スペイン語の概要解説）
第２回：文字と発音
第３回：Lección 1｢ほら，ここにカフェテリアがあります｣①
第４回：Lección 1｢ほら，ここにカフェテリアがあります｣②
第５回：Lección 2｢スペイン語を話しますか?｣①
第６回：Lección 2｢スペイン語を話しますか?｣②
第７回：Lección 3｢私は日本人です｣①
第８回：Lección 3｢私は日本人です｣②
第９回：Lección 4｢電車で大学に行きます｣①
第 10 回：Lección 4 ｢電車で大学に行きます｣②
第 11 回：Lección 5｢パエリアを食べたい｣①
第 12 回：Lección 5｢パエリアを食べたい｣①
第 13 回：文法補足
第 14 回：まとめと試験

３.履修上の注意
授業には必ず教科書，辞書，ノートないしはルーズリーフを持参すること。
出席が全講義回数の３分の２に満たないものは，期末試験を受ける資格はないものとします。病気・部活動・就職活動など，や
むを得ない事情で欠席した場合は，それを証明できるものを提示してください。
遅刻は 0.5 回欠席とします。遅刻は原則 40 分まで。それ以降は欠席とみなします。
電車遅延の場合，遅延証などの提示により１期につき 3 回までは認めますが，それ以上は遅刻ないし欠席とみなします。遅延
の多い路線の人はあらかじめそれを見込んで早めの電車で来るように心がけてください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
宿題は基本的に毎回出ます。
授業には必ず予習して臨み，テキストに添付のＣＤを聞いて自分で発音練習をするようにしましょう。

５.教科書
『新・エストレリータ

―スペイン語入門コース―

¡Mira, la nueva estrellita!』栗林ゆき絵

ほか著，朝日出版社

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
平常点（30 点）
，試験点（70 点）の合算により成績判定を行います。
平常点は授業への参加度，小テスト，授業態度（私語，居眠り，その他授業の妨げとなる行為があれば減点）によって算出しま
す。

８.その他
特になし。
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スペイン語ＡⅠ

コルメナ

1 単位

1 年次

１.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，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，覚え
ること・難しい点も少なくない文法面の問題も，発音のしやすさという間口の広
さをバネに乗り越えていきましょう。またそのためにも復習を繰り返し，一歩一
歩着実に進んでいけるように取り組んでください。

２.授業内容
１回
２回
３回
４回
５回
６回
７回
８回
９回
10 回
11 回
12 回
13 回
14 回

アルファベット、発音。
クラスで使う表現。
挨拶、数字。
名前、出身国や職業について尋ねたり答えたりする。
自分自身や人紹介する。
大学や住んでいる町について話す。
中間テスト
都市の位置について尋ねたり答えたりする。
自分の大学について話す。
勉強について話す。
日常や余暇の過ごし方について話す。
時刻を言う、スケジュールについて話す。
数字。
口頭期末試験

３.履修上の注意
まずは授業への出席と積極的な参加姿勢を望みます。テキストの予習・復習も出来る限り行うこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
次の授業の単語熟語を調べたり、復習ではその授業でやった事をもう一度繰り返す。

５.教科書
いいね！スペイン語
出版社
朝日出版
著者 Juan Carlos Moyano López, Carlos García Ruiz-Castillo, Yoshimi Hiroyasu.
ISBN 978-4-255-55094-7 C1087

６.参考書
いいね！スペイン語
出版社
朝日出版
著者 Juan Carlos Moyano López, Carlos García Ruiz-Castillo, Yoshimi Hiroyasu.
ISBN 978-4-255-55094-7 C1087

７.成績評価の方法
平常点 15％・授業態度 15%、中間テスト＋課題 30％と学期末試験 40％で総合評価します

８.その他
西和和西辞典必要
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科目ナンバー
(IC)LAN141N

スペイン語ＡⅡ

山本

昭代

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN141N

１.授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
スペイン語 AⅠに引き続き，日常レベルの会話力の習得を目指します。現在時制に加えて過去時制など，より幅広い表現力を養
い，語彙も広げていきます。スペイン語が話されるさまざまな国や地域の文化や習慣などについても触れ，言語が話される社
会の背景についても理解を深めていきます。
≪授業の到達目標及びテーマ≫
観光，ホームステイ，友人との会話やチャットなどに必要な作文ができるレベルを目指します。
言語は他者を知るための窓口です。語学の学習を通じて未知のスペイン語世界に触れてみてください。スペイン・中南米の音
楽・映画・文学・歴史など，多様で多彩なスペイン語世界にきっと魅了されるはずです。

２.授業内容
第１回：授業イントロダクション，ＡⅠの復習
第２回：Lección6 ラテン音楽が好きです①
第３回：Lección6 ラテン音楽が好きです②
第４回：Lección７ 先月スペインに旅行しました①
第５回：Lección７ 先月スペインに旅行しました②
第６回：Lección8 どこへも行けなかった①
第７回：Lección8 どこへも行けなかった②
第８回：Lección9 ピアノを弾きながら休暇を過ごしていました①
第９回：Lección9 ピアノを弾きながら休暇を過ごしていました②
第 10 回：Lección10 朝 6 時に起きます①
第 11 回：Lección10 朝 6 時に起きます②
第 12 回：Lección11 スペインに行ったことはありますか？①
第 13 回：Lección11 スペインに行ったことはありますか？②
第 14 回：まとめと試験
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
授業には必ず教科書，辞書，ノートないしはルーズリーフなどを持参すること。
出席が全講義回数の３分の２に満たないものは，期末試験を受ける資格はないものとします。病気・部活動・就職活動など，や
むを得ない事情で欠席した場合は，それを証明できるものを提示してください。
遅刻は 0.5 回欠席とします。遅刻は原則 40 分まで。それ以降は欠席とみなします。
電車遅延による遅刻は，遅延証などの提示により３回まで認めますが，それ以降は遅刻ないし欠席とカウントします。遅延の
多い路線の人はあらかじめ早めの電車で来るように心がけてください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
宿題はほぼ毎回出ます。授業には十分に予習して臨み，テキストに添付のＣＤを聴いて，自分で発音練習をするようにしまし
ょう。

５.教科書
『新・エストレリータ

スペイン語入門 ¡Mira, la nueva estrellita!』朝日出版社，栗林ゆき絵ほか著。

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
平常点 30 点，試験点 70 点の割合で評価を行う。平常点には，授業への参加度，小テスト，授業態度等が含まれる。

８.その他
特になし。
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スペイン語ＡⅡ

コルメナ

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN141N

１.授業の概要・到達目標
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。
学んだ知識を積極的に表現し，意識的に予復習に取り組み，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
めてください。

２.授業内容
１回
２回
３回
４回
５回
６回
７回
８回
９回
10 回
11 回
12 回
13 回
14 回

家族について話す。
人の性格や容姿について話す。
有名な場所について話し、そこに何があるか言う。
好み、趣味や興味について話す。
計画や義務について話す。
イベントについて簡単な状態を聞いて理解する。
中間テスト
店で欲しいものを伝える、質問に答える。
食べたい物飲みたい物を注文する。
レストラン、カフェテリアやバルどのメニューや営業時間を読む理解する。
一日の生活について情報交換する。
天候についてやり取りする。
体調や気分について尋ねたり答えたりする。
口頭期末試験

３.履修上の注意
まずは授業への出席と積極的な参加姿勢を望みます。テキストの予習・復習も出来る限り行うこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
次の授業の単語熟語を調べたり、復習ではその授業でやった事をもう一度繰り返す。

５.教科書
いいね！スペイン語
出版社
朝日出版
著者 Juan Carlos Moyano López, Carlos García Ruiz-Castillo, Yoshimi Hiroyasu.
ISBN 978-4-255-55094-7 C1087

６.参考書
いいね！スペイン語
出版社
朝日出版
著者 Juan Carlos Moyano López, Carlos García Ruiz-Castillo, Yoshimi Hiroyasu.
ISBN 978-4-255-55094-7 C1087

７.成績評価の方法
平常点 15％・授業態度 15%、中間テスト+課題 30％と学期末試験 40％で総合評価します。

８.その他
西和和西辞典必要
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スペイン語ＢⅠ

有田

美保

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN141N

１.授業の概要・到達目標
スペイン語の基礎を学ぶ。スペイン語は母語話者数・学習者数ともに世界有数の言語であり，大変有用な言語である。本授
業は入門者向けであり，スペイン語ＡⅠと連携しつつ，文法の理解・習得と作文に焦点をあてる。動詞の直説法現在の活用と
その他の基礎的な文法事項を学び，それらを用いた短い文を作ることができるようになることを目標とする。

２.授業内容
第１週
第２週
第３週
第４週
第５週
第６週
第７週
第８週
第９週
第 10 週
第 11 週
第 12 週
第 13 週
第 14 週

アルファベート，発音，あいさつ表現
英語の be 動詞にあたる表現（ser 動詞）
英語の be 動詞にあたる表現（ester 動詞）
英語の be 動詞にあたる表現まとめ
指示詞・所有形容詞・疑問詞
規則動詞（-ar 動詞）
規則動詞（-er/ir 動詞）
不規則動詞（dar/ver/ir）
不規則動詞（hacer）
不規則動詞（tener）
不規則動詞（hacer/tener まとめ）
不規則動詞（querer/venir）
不規則動詞（conocer/saber/poder）
a：まとめ，b：試験

３.履修上の注意
講義内容を復習し，都度 100％の理解をもって進むことが語学学習には不可欠である。よって，毎回の出席と復習をかねた宿
題遂行を特に重んじている。任意的な課題の機会も応用し，この言語を一歩ずつ確実に自分のものにしていこう！
○欠席した場合の次回参加は各人で授業内容（含 宿題）をフォローアップしていることを前提とする。授業回数３分の１以
上の欠席者は評価対象外となるが，「特別な理由」（診断書のある疾病，立証書類で客観性の認められる就職活動や学業活動，
冠婚葬祭等）による欠席は都度教員に相談のこと。理由を申し述べることのない３連続欠席の場合，便宜上，教員のリストか
ら抹消する。
〇「自分はこれまで何回欠席していますか？」，「ＸＸ月ＸＸ日に遅刻したのですが，欠席扱いになっていますか？」等の出欠
歴の照会をお断りする。
○再試験・単位授与のためのレポート等は認めない。
○板書の撮影，授業の録音等，教員が許可しない電子機器の使用を禁じ，違反を減点する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
テキストのふろくを用いて，毎回の授業範囲の単語を暗記すること。
学習したスペイン語文はかならず家で音読すること。

５.教科書
『Paso doble 〜 Primer paso』 有田美保 （弘学社） \2200（価格未定）
（今回教科書改訂を行なっているため、大学生協より正規に購入のこと。前年度版や複写・撮影画像等での授業参加は認めて
いない。)

６.参考書
配布プリントを補助教材として常時携帯のこと

７.成績評価の方法
試験の得点（小テストと期末試験の合計得点を 100 点換算したもの）から，欠席・遅刻，宿題・欠席のフォローアップ未遂行・
態度不良，教科書（本体）を持参しない受講，貧困な内容の提出物などに対し減点（最大 30 点）
，積極的な質問，優秀な提出
物などに対し加点（最大 10 点）したうえで最終評価を出します。60 点以下の者には単位を授与しません。

８.その他
楽器をマスターするのと同様に，語学もまたスクーリングだけで身につくものではありません。できるだけ毎日スペイン語に
触れると，次回クラスでの感触が全然違います。毎授業たった数個の重要ポイントを確実に身に付けることにより，語学は『誰
にでも，必ず』習得できると考えます。語学好きの者は更なる西語学習や別言語へのチャレンジを，苦手意識のある者はそれ
を打破する機会となることを期待します！
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スペイン語ＢⅠ

稲森

広朋

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN141N

１.授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
本講義ではスペイン語での講読を学ぶ。比較的専門的な文章を読み込むことでひとつ上の読解力をつける。また，言語習得
を目的とした講座であるが，言語の背景となる文化や社会についても副教材を利用することで学ぶ。
≪授業の到達目標及びテーマ≫
本講義を通じて，例えば受講生が辞書を片手に様々な文章を独力で読めるレベルを目指す。また，本講義では受講生が発言
する機会を多く設けるため授業への積極的な参加が求められる。

２.授業内容
第１回：a：イントロダクション（スペイン語講読のコツ）
b：既習文法の復習
第２回：名詞節と同文法項目を含む文章の読解
第３回：形容詞節と同文法項目を含む文章の読解
第４回：副詞節と同文法項目を含む文章の読解
第５回：接続法過去と同文法項目を含む文章の読解
第６回：スペインのノーベル文学賞受賞者の文章に触れる＜1＞
第７回：スペインのノーベル文学賞受賞者の文章に触れる＜2＞
第８回：スペインのノーベル文学賞受賞者の文章に触れる＜3＞
第９回：ラテンアメリカのノーベル文学賞受賞者の文章に触れる＜1＞
第 10 回：ラテンアメリカのノーベル文学賞受賞者の文章に触れる＜2＞
第 11 回：ラテンアメリカのノーベル文学賞受賞者の文章に触れる＜3＞
第 12 回：スペイン文学に関する簡単な講義と講読
第 13 回：ラテンアメリカ文学に関する簡単な講義と講読
第 14 回：a：まとめ
b：試験

３.履修上の注意
授業には必ず辞書を持参すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
講読の授業であるため，常日頃からスペイン語文法を学習，復習しておくこと。

５.教科書
プリント配布のため教科書は使用しない。

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
平常点（30%）
，試験点（70%）により成績判定を行う。

８.その他
特になし。
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スペイン語ＢⅠ

福原

弘識

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN141N

１.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学生を対象とし，直説法現在形の基本文法についての学習をおこなう。また，小
テストをおこない語彙力を増やしていく。
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。

２.授業内容
１．イントロダクション，第 1 課：文字と発音，音節など
２．第 1 課：アクセントの位置，第 2 課：名詞の性など
小テスト：日常的に使う表現（5 頁）
３．第 2 課：名詞の数，冠詞，hay など
小テスト：数詞 0-30（5 頁）
４．第 3 課：主格人称代名詞，ser 動詞など
小テスト：日常の単語（9 頁）
５．第 3 課：形容詞，否定文と疑問文など
小テスト：主格人称代名詞と ser 活用（11 頁）
６．第 3 課：第 4 課：estar 動詞，estar と hay など
小テスト：国名と国籍（13 頁）
７．中間考査，第 4 課：所有形容詞前置形など
８．中間考査講評，第 5 課：直説法現在規則動詞など
小テスト：estar 活用（15 頁）
９．第 5 課：指示詞，日付・曜日の表現など
小テスト：規則動詞の意味と活用（19 頁）
10．第 6 課：語幹母音変化動詞など
小テスト：日付と曜日（20 頁）
11．第 6 課：時刻の表現など
小テスト：語幹母音変化動詞の意味と活用（23 頁）
12．第 7 課：不規則動詞など
小テスト：数詞 30-1000（25 頁）
13．第 7 課：所有形容詞後置形など
小テスト：衣類と色（25 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。

３.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。

４.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。
また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。

５.教科書
『ハカランダ(Jacaranda)』丹波美佐子 / 増山久美 / Santiago J. Martín Ciprián 著

同学社、2400 円（税別）
。

６.参考書
第１回目のイントロダクションで辞書と参考書のリストを紹介する。

７.成績評価の方法
学期末テスト 40％，課題と小テスト 15％，中間テストの成績 25％，授業への参加 20％として総合的に評価する。

８.その他
語学を学ぶことにはコツコツと地道な積み上げが必要です。覚えることを疎かにせず，積極的に取り組んでほしい。
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スペイン語ＢⅠ

山本

昭代

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN141N

１.授業の概要・到達目標
スペイン語の入門者を対象として，基本的な発音・挨拶から，現在時制を用いた日常会話レベルまでの文法を学びます。基
本的な語彙を身につけ，また辞書を引きながら文を読み，短い作文や会話ができるようになることを目指します。
言語は他者を知るための窓口です。語学の学習を通じて未知のスペイン語世界に触れてみてください。スペイン・中南米の
音楽・映画・文学・歴史など，多様で多彩なスペイン語世界にきっと魅了されるはずです。

２.授業内容
第１回 イントロダクション，Lección 1 音楽学校の新学期の教室で（1）
第２回 Lección 1 音楽学校の新学期の教室で（2）
第３回 Lección 2 ホセのバルで（1）
第４回 Lección 2 ホセのバルで（2）
第５回 Lección 3 再び，ホセのバルで（1）
第６回 Lección 3 再び，ホセのバルで（2）
第７回 Lección 4 クララの部屋で（1）
第８回 Lección 4 クララの部屋で（2）
第９回 Lección 5 学校からの帰り道で（1）
第 10 回 Lección 5 学校からの帰り道で（2）
第 11 回 Lección 6 朝，ホセのバルで（1）
第 12 回 Lección 6 朝，ホセのバルで（2）
第 13 回 復習
第 14 回 復習，考査
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
授業には必ずテキスト，辞書，ノートないしはルーズリーフなどを持参すること。授業には積極的に参加し，わからないこと
があれば遠慮なく質問してください。
出席が全講義回数の３分の２に満たないものは，期末試験を受ける資格はないものとします。病気・部活動・就職活動など，や
むを得ない事情で欠席した場合は，それを証明できるものを提示してください。
遅刻は 0.5 回欠席とします。遅刻は原則 40 分まで。それ以降は欠席とみなします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
宿題は毎回出ます。予習・復習は必ず行うこと。テキストの音声は繰り返し聴き，自分で聞き取りや発音練習をするようにし
てください。

５.教科書
『響く音! スペイン語』 木村琢也著，朝日出版社。

６.参考書
とくになし。

７.成績評価の方法
平常点 30 点，試験点 70 点の割合で評価を行います。平常点には，小テスト，授業への参加度，授業態度等が含まれます。

８.その他
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スペイン語ＢⅡ

有田

美保

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN141N

１.授業の概要・到達目標
スペイン語ＢⅠに引き続き，この言語の基礎を学ぶ。スペイン語は国際社会において大きな存在感を持つ言語であり，学ぶ
価値のある言語である。本授業は初級者向けであり，スペイン語ＡⅡと連携しつつ，文法の理解・習得と作文に焦点をあてる。
復習の後，点過去・線過去・未来・過去未来等の活用とその他の文法事項を学び，それらを用いた文を作ることができるように
なることを目標とする。

２.授業内容
第１週
第２週
第３週
第４週
第５週
第６週
第７週
第８週
第９週
第 10 週
第 11 週
第 12 週
第 13 週
第 14 週

直接目的格代名詞
間接目的格代名詞
目的格代名詞仕上げ
向き違いの動詞（１）
向き違いの動詞（２）
向き違いの動詞（３）
再帰表現（自分自身に及ぶ動作）
再帰表現（変意・相互）
再帰表現（受身・無人称）
再帰表現（まとめ）
・比較
ふたつの過去形（基礎）
ふたつの過去形（応用）
未来・過去未来形と完了時制
a：まとめ，b：試験

３.履修上の注意
講義内容を復習し，都度 100％の理解をもって進むことが語学学習には不可欠である。よって，毎回の出席と復習をかねた宿
題遂行を特に重んじている。任意的な課題の機会も応用し，この言語を一歩ずつ確実に自分のものにしていこう！
○欠席した場合の次回参加は各人で授業内容（含 宿題）をフォローアップしていることを前提とする。授業回数３分の１以
上の欠席者は評価対象外となるが，「特別な理由」（診断書のある疾病，立証書類で客観性の認められる就職活動や学業活動，
冠婚葬祭等）による欠席は都度教員に相談のこと。理由を申し述べることのない３連続欠席の場合，便宜上，教員のリストか
ら抹消する。
〇「自分はこれまで何回欠席していますか？」，「ＸＸ月ＸＸ日に遅刻したのですが，欠席扱いになっていますか？」等の出欠
歴の照会をお断りする。
○再試験・単位授与のためのレポート等は認めない。
○板書の撮影，授業の録音等，教員が許可しない電子機器の使用を禁じ，違反を減点する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
テキストのふろくを用いて，毎回の授業範囲の単語を暗記すること。
学習したスペイン語文はかならず家で音読すること。

５.教科書
『Paso doble 〜 Primer paso』 有田美保 （弘学社） \2200（価格未定）
（今回教科書改訂を行なっているため、大学生協より正規に購入のこと。前年度版や複写・撮影画像等での授業参加は認めて
いない。)

６.参考書
配布するプリントを補助教材と考えて常に携帯すること。

７.成績評価の方法
試験の得点（小テストと期末試験の合計得点を 100 点換算したもの）から，欠席・遅刻，宿題・欠席のフォローアップ未遂行・
態度不良，教科書（本体）を持参しない受講，貧困な内容の提出物などに対し減点（最大 30 点）
，積極的な質問，優秀な提出
物などに対し加点（最大 10 点）したうえで最終評価を出します。60 点以下の者には単位を授与しません。

８.その他
本言語の学習を通し，英文法に対して別の視点から理解を深めることができるようになったり，他のラテン語系に触れたとき
になんとなく理解できたり…といったような言語学的な直感が磨かれるならこの上ない幸せです。スペイン語が諸君にとって，
スペイン・ラテンアメリカという広大な地域に飛び立つ際の目に見えない翼となり，また他者と違った個性を発揮するための
強力なツール・発信法となってくれることを願います！ Viva el Espan~ol!
＜Ⅱの履修にはⅠの単位修得が必要である＞
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スペイン語ＢⅡ

稲森

広朋

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN141N

１.授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
本講義では春学期に引き続きスペイン語での講読を学ぶ。比較的専門的な文章を読み込むことでひとつ上の読解力をつける。
また，言語習得を目的とした講座であるが言語の背景となる文化や社会についても副教材を利用することで学ぶ。
≪授業の到達目標及びテーマ≫
本講義を通じて，例えば受講生が辞書を片手に様々な文章を独力で読めるレベルを目指す。また，本講義では受講生が発言
する機会を多く設けるため授業への積極的な参加が求められる。

２.授業内容
第１回：a：イントロダクション（スペイン語講読のコツ）
b：既習文法の復習
第２回：接続法の復習と同文法項目を含む文章の講読
第３回：エッセイ『男性と女性の違い』＜第１章＞
第４回：エッセイ『男性と女性の違い』＜同上＞
第５回：エッセイ『男性と女性の違い』＜第２章＞
第６回：エッセイ『男性と女性の違い』＜同上＞
第７回：エッセイ『男性と女性の違い』＜第３章＞
第８回：エッセイ『男性と女性の違い』＜同上＞
第９回：エッセイ『男性と女性の違い』＜終章＞
第 10 回：エッセイ『男性と女性の違い』＜同上＞
第 11 回：日本の小説のスペイン語版＜1＞
第 12 回：日本の小説のスペイン語版＜2＞
第 13 回：日本の小説のスペイン語版＜3＞
第 14 回：a：まとめ
b：試験

３.履修上の注意
授業には必ず辞書を持参すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
講読の授業であるため，常日頃からスペイン語文法の学習，復習をしておくこと。

５.教科書
プリント配布のため教科書は使用しない。

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
平常点（30%）
，試験点（70%）により成績判定を行う。

８.その他
特になし。
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スペイン語ＢⅡ

福原

弘識

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN141N

１.授業の概要・到達目標
この授業は，現在形を学んでいることを前提に，現在完了形や過去形など新しい時制を学び，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。また，小テストをおこない語彙力を増やしていく。
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。

２.授業内容
１．イントロダクション，第 8 課：不規則動詞など
２．第 8 課：直接目的格人称代名詞など
小テスト：時を表す表現（29 頁）
３．第 9 課：不規則動詞，間接目的格人称代名詞など
小テスト：頻度の表現と家族（33 頁）
４．第 10 課：gustar 型動詞など
小テスト：食べ物と飲み物（37 頁）
５．第 10 課：不定語・否定語など
小テスト：不規則動詞の意味と活用（31・35 頁）
６．第 11 課：再帰動詞，不定語否定語など
小テスト：動物の名前（41 頁）
７．中間考査，第 12 課：比較級など
８．中間考査講評，第 12 課：最上級など
小テスト：再帰動詞の意味と活用（43・44 頁）
９．第 13 課：直説法点過去規則活用など
小テスト：数詞 1000-1000000（45 頁）
10．第 13 課：直説法点過去不規則活用など
小テスト：点過去規則動詞の活用（51 頁）
11．第 14 課：直説法線過去など
小テスト：過去を表す時の表現（51 頁）
12．第 14 課：点過去と線過去など
小テスト：点過去不規則動詞の活用（52 頁）
13．第 15 課：現在完了など
小テスト：線過去動詞の活用（55 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。

３.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。

４.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。
また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。

５.教科書
『ハカランダ(Jacaranda)』丹波美佐子 / 増山久美 / Santiago J. Martín Ciprián 著

同学社、2400 円（税別）
。

６.参考書
特になし

７.成績評価の方法
学期末テスト 40％，課題と小テスト 15％，中間テストの成績 25％，授業への参加 20％として総合的に評価する。

８.その他
語学を学ぶことにはコツコツと地道な積み上げが必要です。覚えることを疎かにせず，積極的に取り組んでほしい。
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スペイン語ＢⅡ

山本

昭代

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN141N

１.授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
スペイン語ＢⅠに引き続き，日常レベルの会話力の習得を目指します。現在時制に加えて過去時制など，より幅広い表現力を
養い，語彙も広げていきます。スペイン語が話されるさまざまな国や地域の文化や習慣などについても触れ，言語が話される
社会の背景についても理解を深めていきます。
≪授業の到達目標及びテーマ≫
観光，ホームステイ，友人との会話やチャットなどに必要な作文ができるレベルを目指します。
言語は他者を知るための窓口です。語学の学習を通じて未知のスペイン語世界に触れてみてください。スペイン・中南米の音
楽・映画・文学・歴史など，多様で多彩なスペイン語世界にきっと魅了されるはずです。

２.授業内容
第１回：授業イントロダクション，ＢⅠの復習
第２回：B1 の復習
第３回：Lección 7 好きな作曲家（1）
第４回：Lección 7 好きな作曲家（2）
第５回：Lección 8 食事の時間について（1）
第６回：Lección 8 食事の時間について（2）
第７回：Lección 9 和声学の試験（1）
第８回：Lección 9 和声学の試験（2）
第９回：Lección 10 マヌエルの誕生日（1）
第 10 回：Lección 10 マヌエルの誕生日（2）
第 11 回：Lección 11 クララのピアノ歴（1）
第 12 回：Lección 11 クララのピアノ歴（2）
第 13 回：復習
第 14 回：復習と試験
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
授業には必ず教科書，辞書，ノートないしはルーズリーフなどを持参すること。
出席が全講義回数の３分の２に満たないものは，期末試験を受ける資格はないものとします。病気・部活動・就職活動など，や
むを得ない事情で欠席した場合は，それを証明できるものを提示してください。
遅刻は 0.5 回欠席とします。遅刻は原則 40 分まで。それ以降は欠席とみなします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
宿題はほぼ毎回出ます。授業には十分に予習して臨んでください。テキストの音声を繰り返し聞き，自分で発音練習をするよ
うにしましょう。

５.教科書
「響く音! スペイン語」朝日出版社，木村琢也著。

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
平常点 30 点，試験点 70 点の割合で評価を行う。平常点には，授業への参加度，小テスト，授業態度等が含まれる。

８.その他
特になし。
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スペイン語演習Ⅰ

山本

昭代

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN241N

１.授業の概要・到達目標
スペイン語の基本的な文法項目を直説法現在から点過去・線過去までひととおり終えている人を対象としたクラスです。これ
まで習った文法項目を復習しながら、さらに語彙を増やし、新しい表現を学んでいきます。同時にスペイン語が話される国々
の歴史や文化にも関心を深めることを目標とします。
受講者のレベル・希望に応じて講義内容を修正することもあります。

２.授業内容
やさしい文章でスペイン語圏各地のお祭りを取り上げたテキストを用います。長文を読み解きながら、これまでに学習した文
法事項を復習し、同時に多様なスペイン語世界の歴史や文化に触れてみましょう。
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

イントロダクション／授業について。
Lección 0 スペイン語圏の祝祭への招待
Lección 1 聖週間
Lección 1 聖週間
Lección 2 コロドバのパティオ祭り
Lección 2 コロドバのパティオ祭り
Lección 3 インティ・ライミ
Lección 3 インティ・ライミ
Lección 4 サン・フェルミン祭り
Lección 4 サン・フェルミン祭り
Lección 5 花祭り
Lección 5 花祭り
Lección 6 ドローレスの叫び
Lección 6 ドローレスの叫び
まとめ、考査

３.履修上の注意
授業には必ず予習をして臨んでください。また必ず辞書を持参すること。授業には積極的に参加し，わからないことがあれば
遠慮なく質問してください。
出席が全講義回数の３分の２に満たないものは，期末試験を受ける資格はないものとします。病気・部活動・就職活動など，や
むを得ない事情で欠席した場合は，それを証明できるものを提示してください。
遅刻は 0.5 回欠席とします。遅刻は原則 40 分まで。それ以降は欠席とみなします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
指示されたページの訳や練習問題は必ずやってください。
取り上げられているテーマについて、インターネットなどであらかじめ調べておきましょう。

５.教科書
『フィエスタ! フィエスタ! ―解きながら読むスペイン語圏の 12 ヶ月―』村上陽子ほか著 朝日出版社
4-255-55088-6

６.参考書
７.成績評価の方法
期末試験 50％、平常点 50％。平常点には、予習、授業への参加度、授業態度などが含まれます。
成績評価の割合は、状況によって変更の可能性もあります。

８.その他
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2017 年 ISBN:978-

スペイン語演習Ⅱ

山本

昭代

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN241N

１.授業の概要・到達目標
春学期にスペイン語演習 1 を学んだ人のためのクラスです。
同じ教科書の後半を学びます。初級文法のおさらいをしながら、語彙を増やし、辞書を引きながらさまざまな長文が読めるよ
うになることを目指します。

２.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

前期の復習
Lección 7 民族の日
Lección 7 民族の日
Lección 8 死者の日
Lección 8 死者の日
Lección 9 クリスマス
Lección 9 クリスマス
Lección 10 主の御公現の祝日
Lección 10 主の御公現の祝日
Lección 11 オルロのカーニバル
Lección 11 オルロのカーニバル
Lección 12 ブドウ収穫祭
Lección 12 ブドウ収穫祭
後期のまとめ、試験

３.履修上の注意
授業には必ず予習をして臨んでください。また辞書は毎回必ず持参してください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
テキストの指示されたページを自分であらかじめ読み、練習問題を解いておいてください。授業では、わからなかった点を確
認する、あいまいだった点を明確にし、さらに掘り下げるために授業はあると認識してください。テキストの背景にある歴史
や文化的な事柄に関してもぜひ調べてきてください。

５.教科書
『フィエスタ! フィエスタ! ―解きながら読むスペイン語圏の 12 ヶ月―』村上陽子ほか著 朝日出版社
4-255-55088-6

６.参考書
７.成績評価の方法
期末試験 50％、平常点 50％。平常点にば、予習、授業への参加度、授業態度などが含まれます。

８.その他
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2017 年 ISBN:978-

中国語

454

中国語ＡⅠ

大山

潔

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN161N

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
会話中心の授業です。
一、文法事項
１．発音：
中国語表音ローマ字表記――ピンイン、声調、声母、韻母
２．文型：
“是”の文
“有”の文（「所有」と「所在」を表す）
動詞述語の文
疑問詞疑問文
省略疑問文
形容詞述語の文
数量を聞く文（“几”と“多少”）
３．人称代名詞、指示代名詞、副詞、量詞、数字、助動詞：想
４・修飾を導く“的”
５・日付・時刻の表現
６．アスベスト助詞 “了”（「完了」を表す）
二、各文法項目を用いた読解・聞き取り・会話・作文
三、中国社会・歴史・文化・風習、音楽、食習慣
【到達目標】
中国語の発音の構成とその難しさを理解し、正確な発音を身につきことができます。
同じ漢字ではあっても表現の相違があることを理解し、中国特有の簡体字を学習します。
名前や年齢、住所、家族などのごく簡単な自己紹介ができ、他人の紹介を聞き取れます。
パソコンによる中国語の漢字入力できます。
中国社会、文学、食習慣、スポーツ、音楽、日中交流などを通して、中華文化圏に接します。

２.授業内容
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

概説 中国語とは何か
発音（１）
1.声調
2.声調の組み合わせ
発音（２）
3.単母音
4.子音
発音（３）
5.複合母音
6.n と ng を伴う母音
第 1 課 你是中国人吗？
1．人称代名詞
2．“是”の文
第 2 課 这是什么？
1.指示代名詞（1）
2.疑問詞疑問文
3.“的”の用法（1）
4.副詞
第１課／２課の復習（応用）

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

第3課

你去哪儿？
1.動詞の文
2.「所有」を表す“有”
3.省略疑問の“呢”
4.練習問題
第 4 課 这个包多少钱？
1．量詞
2．指示代名詞（2）
3．形容詞の文
4．“几”と“多少”
第 3 課／4 課の復習（応用）
第 5 課 你晩上有事吗？
1．数字
2．日付・時刻を表す語
3．
「動詞の時点」を表す表現
第 6 課 你吃飯了吗？
1．
「完了」を表す“了”
2．
「所在」を表す“在”
3．助動詞(1)“想”
第 5／6 課の復習（応用）
試験

３.履修上の注意
1．病欠や学校行事のために欠席となった場合，授業前のメール連絡が必要です。
2．無断欠席は，１回につき，最終成績から，３点減点となります。
3．正当な理由はなく試験日に試験を受けなかった場合，別の時間に再試験を受けることは可能ですが，最高得点は 60 点とし
ます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各課の動画を前もって観る必要があります。授業の後、各課の課題を必ずやって復習することです。

５.教科書
『中国語初めての一歩』白水社，2200 円

竹島金吾監修・尹景春／竹島毅著

ISBN9784560069257

６.参考書
三省堂『超級クラウン中日辞典』
小学館『中日辞典』

７.成績評価の方法
最終成績は 100 点満点で、60 点以上を合格とします。
最終成績は，課題の提出（一課につき３点満点）は 30％、試験やテストは 70％ですが，しかし、欠席による減点があります。

８.その他
教育用ソフトウェア
1.
中国語翻訳 - Weblio 翻訳
http://translate.weblio.jp/chinese/
2.
DeepL（ディープエル）
DeepL 翻訳：世界一高精度な翻訳ツール
https://www.deepl.com/translator
3.
百度翻译-200 种语言互译、沟通全世界！ (baidu.com)
https://fanyi.baidu.com/
4.
白水社 中国語辞典 - Weblio 日中中日辞典
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中国語ＡⅠ

喬

志航

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN161N

１.授業の概要・到達目標
基礎中国語の入門編であり，中国語の基礎づくりを目的に，まずは正しい発音を身につけてもらうことが重要である。それ
から基礎語彙を中心に簡単な会話を習得してから，さらに文法要項を反映させる基本文型へと進めていく。
語学の学習とともに中国の歴史や現代中国事情についても紹介したりしていく予定である。
現代中国語の発音の特徴や基礎文型などを習得することを目標とする。
基本的なものを聞いて理解し，話せるように，
「聞く」
・「話す」
・
「読む」という基礎的要項に到達できるよう期待する。

２.授業内容
第１回：a：イントロダクション
b：発音の基本知識（声調と単母音）
第２回：発音の基本知識（複母音）
第３回：発音の基本知識（子音）
第４回：発音の基本知識（鼻音を伴う母音）
第５回：第１課
第６回：第２課
第７回：第３課
第８回：第４課
第９回：中間テスト
第 10 回：第５課
第 11 回：第６課
第 12 回：第７課
第 13 回：第８課
第 14 回ａ：期末試験
ｂ：正答解説

３.履修上の注意
積極的にとりくむことを求める。語学習得には，特に出席率が重要である。
また授業中，ノートを取ることも試験準備に不可欠である。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
事前学習：テキスト本文を読了する。
事後学習：テキスト単語・文法を振り返る。

５.教科書
『シンプルチャイニーズ北京』
（文法編）
，早稲田大学理工学術院中国語部会著，朝日出版社。

６.参考書
授業中に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
平常点（授業への貢献度，中間テストなど）
，期末試験に基づいて評価する。平常点 30％，期末試験 70％。

８.その他
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中国語ＡⅠ

鈴木

仁麗

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN161N

１.授業の概要・到達目標
中国語の正しい発音を繰り返し練習して身につけ，基礎的な文法を学びながら，簡単な中国語の文章を読めるようにするこ
とを目指します。

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

発音（１）
発音（２）
発音（３）
発音（４）
人称代名詞とあいさつ
名前の言い方
動詞をつかう表現
疑問詞に使い方
年齢の言い方
完了形と形容詞をつかう表現
比較の表現
お金の言い方
場所の表現
a：考査，ｂ：正答解説

３.履修上の注意
授業のおわりに，その日に学んだことについての簡単な確認テストを行い，それを平常点として加算していくことにします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の確認テストに備えて，復習をしっかり行うことを望みます。
復習のために宿題をだすこともあります。

５.教科書
相原茂，陳淑梅，飯田敦子『日中いぶこみ交差点

エッセンシャル版』朝日出版社，2019 年

６.参考書
特になし

７.成績評価の方法
毎回の確認テスト約 20％，定期考査約 80％，そのほか授業への参加態度なども加味して総合的に評価する。

８.その他
特になし
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中国語ＡⅡ

大山

潔

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN161N

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
会話中心の授業です。
1. 前置詞“在”、“离”、
“从”
、
“跟”
、
“给”
助動詞：“得”、“得”、“能”、“会”
反復疑問文、選択疑問文、
「存在｣を表す“有”の文
「過去の経験」を表す「过」
「動作の進行」を表す“在～呢”
「時間量」を表す語
様態補語
方向補語
動詞の重ね型
倒置表現
比較の表現
2. 各文法項目を用いた読解・聞き取り・会話・作文
3. 中国社会・歴史・文化・国際関係、中国人の生活習慣
【到達目標】
自分や他人を簡単に紹介する。その内容を聞き取り、書きとることができる。
400 語程度の語彙数がある。
中国社会・生活・文化について理解を深め、自国との比較を通して、異文化に対する開かれた心を得る。

２.授業内容
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

イントロダクション
第 7 課 你家有几口人？
1．介詞(1)“在”、“离”
2．｢存在｣を表す“有”
3．反復疑問文
第７課の復習（応用）
第 8 課 你从几点开始打工？
1．
「時間量」を表す語
2．助動詞(2)“得”
3．介詞(2)“从”
第 8 課の復習（応用）
第 9 課 你去过美国吗？
1.「過去の経験」を表す「过」
2.助動詞(２)“得”
3.介詞(２)“跟”、“给”
第 9 課の復習（応用）

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

第 10 課

你会唱歌吗？
1．助動詞(3)“能”、“会”
2．
「動作の様態」をいう表現
3．動詞の重ね型
第 10 課の復習（応用）
第 11 課 你在干什么呢？
1．
「動作の進行」を表す“在～呢”
2．
「～しに来る、～しに行く」の表し方
3．選択疑問の“還是”
4.目的語を文頭に出す表現
第 11 課の復習（応用）
第 12 課 祝你旅途愉快！
1.「比較」の表現
2.“的”の用法(2)
3.2 つの目的語をとる動詞
4.目的語が主述句のとき
第 12 課の復習（応用）
試験

３.履修上の注意
1．病欠や学校行事のために欠席となった場合，授業前のメール連絡が必要です。
2．無断欠席は，１回につき，最終成績から，３点減点となります。
3．正当な理由はなく試験日に試験を受けなかった場合，別の時間に再試験を受けることは可能ですが，最高得点は 60 点とし
ます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各課の動画を前もって観る必要があります。授業の後、各課の課題を必ずやって復習することです。

５.教科書
『中国語初めての一歩』白水社，2200 円

竹島金吾監修・尹景春／竹島毅著

ISBN9784560069257

６.参考書
三省堂『超級クラウン中日辞典』
小学館『中日辞典』

７.成績評価の方法
この授業の評価は，
課題の提出が 30％，
テスト、発表、プレゼンなど 70％。
欠席による減点がありますのでご注意してください。
最終成績は上記の点数の合計 100 点満点で、60 点以上を合格とします。

８.その他
教育用ソフトウェア
1.
中国語翻訳 - Weblio 翻訳
http://translate.weblio.jp/chinese/
2.
DeepL（ディープエル）
DeepL 翻訳：世界一高精度な翻訳ツール
https://www.deepl.com/translator
3.
百度翻译-200 种语言互译、沟通全世界！ (baidu.com)
https://fanyi.baidu.com/
4.
白水社 中国語辞典 - Weblio 日中中日辞典
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中国語ＡⅡ

喬

志航

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN161N

１.授業の概要・到達目標
基礎中国語の入門編であり，中国語の基礎づくりを目的に，まずは正しい発音を身につけてもらうことが重要である。それ
から基礎語彙を中心に簡単な会話を習得してから，さらに文法要項を反映させる基本文型へと進めていく。
語学の学習とともに中国の歴史や現代中国事情についても紹介したりしていく予定である。
現代中国語の発音の特徴や基礎文型などを習得することを目標とする。
基本的なものを聞いて理解し，話せるように，
「聞く」
・「話す」
・
「読む」という基礎的要項に到達できるよう期待する。

２.授業内容
第１回：春学期授業内容の復習
第２回：第９課
第３回：第 10 課
第４回：第 11 課
第５回：第 12 課
第６回：第 9－12 課 ヒアリング，会話の練習
第７回：中間テスト
第８回：第 13 課
第９回：第 14 課
第 10 回：第 15 課
第 11 回：第 16 課
第 12 回：第 13-16 課 ヒアリング，会話の練習
第 13 回：総復習
第 14 回ａ：期末試験
ｂ：正答解説

３.履修上の注意
積極的にとりくむことを求める。語学習得には，特に出席率が重要である。
また授業中，ノートを取ることも試験準備に不可欠である。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
事前学習：テキスト本文を読了する。
事後学習：テキスト単語・文法を振り返る。

５.教科書
『シンプルチャイニーズ北京』
（文法篇）
，早稲田大学理工学術院中国語部会著，朝日出版社。

６.参考書
授業中に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
平常点（授業への貢献度，中間テストなど）
，期末試験に基づいて評価する。平常点 30％，期末試験 70％。

８.その他
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中国語ＡⅡ

鈴木

仁麗

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN161N

１.授業の概要・到達目標
中国語の発音を繰り返し練習し，基礎的な文法を引き続き学習しながら，簡単な中国語を書くことができ，文章を読んで意
味が理解できるようにすることを目指します。

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

場所の言い方
完了形の使い方
年月日の表現
時刻の表現と時間量の表現
結果補語の使い方
方向の表現
可能補語の使い方
様態補語の使い方
いろいろな助動詞
進行形の表現
使役文の表現
受身文の表現
存在，出現の言い方
ａ：考査，ｂ：正答解説

３.履修上の注意
授業の終わりに，その日に学んだことについての簡単な確認テストを行い，それを平常点として加算していくことにします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
確認テストの準備のために毎回きちんと復習することを望みます。
復習のために宿題をだすこともあります。

５.教科書
相原茂，陳淑梅，飯田敦子『日中いぶこみ交差点

エッセンシャル版』朝日出版社，２０１９

６.参考書
特になし

７.成績評価の方法
毎回の確認テスト約 20％，定期考査約 80％，その他授業への参加態度なども加味して総合的に評価する。

８.その他
特になし
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中国語ＢⅠ

斉

金英

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN161N

１.授業の概要・到達目標
中国語の発音（ピンインや声調）をしっかりと身につけた上で，基礎的な文法や初歩的な聴く，書く，話す総合的な応用能力を
学生が習得することを目標とする。

２.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 1 課 声調・単母音・複母音
第 2 課 子音
第 3 課 鼻母音・軽声
第 4 課 声調変化・挨拶言葉
復習・小テスト
第 5 課 “吗”疑問文
第 6 課 動詞述語文
第 7 課 指示代詞
第 8 課 疑問詞疑問文
復習・小テスト
第 9 課 形容詞述語文
第 10 課 所有を表す“有”・量詞
第 11 課 文末の“了”・時点時刻
a:まとめ b:期末試験

３.履修上の注意
・語学の学習には日頃のこつこつとした努力が必要である。毎回の授業内容を復習する習慣を身につけてください。
・授業の冒頭に書き取り形式で前回の学習内容についてチェックするほか、定期的に小テストを行う。
・授業に 1 回欠席で 1 点減点される。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の授業内容を復習する習慣を身につけて欲しい。復習方法として，音声を聞きながらリピートし，聞き取れた内容を書き
取ることをお勧めする。

５.教科書
『改訂版

大学生のための初級中国語 24 回』
、杉野元子・黄漢青著、

（白帝社）
。

６.参考書
『講談社パックス中日・日中辞典』
，相原茂編，
（講談社）
，電子辞書でもよい。

７.成績評価の方法
期末試験 50%，平常点（授業中に行う小テスト）40%，授業への参加度 10%で評価する。授業に 1 回欠席で 1 点減点される。

８.その他
授業進度は状況により適宜に調整することがある。
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中国語ＢⅠ

三澤

三知夫

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN161N

１.授業の概要・到達目標
この授業では中国語の基礎（発音・聞く・話す・読む）を習得することを目的とします。具体的な到達目標は，自己紹介・日
常会話ができ，中国人に自分の意思が伝えられるようになることです。

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

動詞述語文
否定の副詞
疑問文
是の構文
形容詞述語文
量詞
主述述語文・疑問詞疑問文
結果補語
動態助詞
前置詞
連動文
比較文
助動詞
ａ講義 ｂ期末試験

３.履修上の注意
漢字を中国人と共有する日本人が中国語を学ぶ上で注意しなければならないのは，漢字を見てその意味が分かることです。こ
れは日本人の中国語学習にとって長所にもなりますが，短所にもなります。また中国語の発音は日本人にはなじみがないもの
が多いですから特に注意を要します。ピンインによって正しい発音を身につけ，音としての中国語をおぼえる努力が必要とな
ります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
１
２
３

習った発音を自宅で繰り返す。
単語をおぼえる。
中国語作文

５.教科書
加藤・後藤・土谷・許山・長谷部・松尾・松原『総合現代中国語－会話と閲読－』
（東方書店）

６.参考書
辞書及び参考書は授業中に紹介します。

７.成績評価の方法
定期試験 80％，小テスト 10％，平常点 10％。
平常点は授業への取り組み等による。

８.その他
特になし。
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中国語ＢⅡ

斉

金英

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN161N

１.授業の概要・到達目標
中国語の発音（ピンインや声調）をしっかりと身につけた上で，基礎的な文法や初歩的な聴く，書く，話す総合的な応用能力を
学生が習得することを目標とする。

２.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 12 課 連動文
第 13 課 方位詞・存在を表す“有”“在”
第 14 課 動詞の後ろの“了”・前置詞 “ 给”
第 15 課 経験の“过”
・前置詞“跟”
第 16 課 前置詞“从”・“到”
第 17 課 助動詞 “会”・“能”
復習・小テスト
第 18 課 比較・“多”+形容詞
第 19 課 “是～的”構文・100 以上に数字
第 20 課 状態補語・“有点儿”
第 21 課 方向補語・進行の “在”
第 22 課 結果補語・処置文・助動詞“可以”
復習・小テスト
a:まとめ b:試験

３.履修上の注意
・語学の学習には日頃のこつこつとした努力が必要である。毎回の授業内容を復習する習慣を身につけてください。
・授業の冒頭に書き取り形式で前回の学習内容についてチェックするほか、定期的に小テストを行う。
・授業に 1 回欠席で 1 点減点される。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の授業内容を復習する必要がある。復習方法として，音声を聞きながらリピートし，聞き取れた内容を書き取ることをお
勧めする。

５.教科書
『改訂版

大学生のための初級中国語 24 回』
、杉野元子・黄漢青著、

（白帝社）
。

６.参考書
『講談社パックス中日・日中辞典』
，相原茂編，
（講談社）
，電子辞書でもよい。

７.成績評価の方法
期末試験 50%，平常点（授業中に行う小テスト）40%，授業への参加度 10%で評価する。授業に 1 回欠席で 1 点減点される。

８.その他
授業進度は状況により適宜に調整することがある。
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中国語ＢⅡ

三澤

三知夫

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN161N

１.授業の概要・到達目標
現代中国語の標準語（普通話）で，簡単なあいさつ文や会話ができるようになることを目的とします。そのために中国語の
発音記号（ピンイン）を見て，正確に発音できるようになること，また簡体字に習熟することが必要となります。

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

状態補語
地の使い方
可能補語
数量補語
時間・場所・方法の強調
処置文
使役文
兼語文
動作の進行
受動文
疑問詞の呼応文
就と才
又と再
ａ講義 ｂ期末試験

３.履修上の注意
漢字を中国人と共有する日本人が中国語を学ぶ上で注意しなければならないのは，漢字を見てその意味が分かることです。こ
れは日本人の中国語学習にとって長所にもなりますが，短所にもなります。また中国語の発音は日本人にはなじみがないもの
が多いですから特に注意を要します。ピンインによって正しい発音を身につけ，音としての中国語をおぼえる努力が必要とな
ります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
１
２
３

習った発音を自宅で繰り返す。
単語をおぼえる。
中国語作文

５.教科書
加藤・後藤・土谷・許山・長谷部・松尾・松原『総合現代中国語』
（東方書店）

６.参考書
辞書も含めて教場で紹介します。

７.成績評価の方法
定期試験 80％
小テスト 10％
平常点 10％
平常点は授業への取り組み等による。

８.その他
特になし。
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中国語演習Ⅰ

大山

潔

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN261N

１.授業の概要・到達目標
文法と会話を総合的に学習する中級中国語の授業です。
【履修資格】
２年次以上ですが、「初級以上の語学力」を有することが望ましい。「初級以上」とは「平易な中国語を聞き、話すことができ
る」というレベルですが、目安としては、中国語Ⅰ・Ⅱを履修したこと、あるいは中国語検定４級、あるいは HSK 検定１級程
度以上と考えていただければ結構です。
【授業の概要】
（1）文法
1. 文型
主述述語文、連動文、存現文、“是～的”の強調説明文
複文（関連詞 “因为”、
“就”
、
“要是” を用いる文型）
2. 助動詞：“可以”、“要”、“会”
3. 補語
様態補語、結果補語
4. “了”の三つの用法（完了、変化、強調）
。
5. 副詞“有点儿”、疑問詞“怎么”の用法
（2）
「聞く」
「話す」
「書く」の力を全面的に養う練習を行いながら、簡単な講読物を取り入れ、読解能力を一段と高める。
（3）音声教材・映像資料なども積極的に活用しながら、中国語の歴史と現状、中国社会・生活について学ぶ。
【到達目標】
日常生活や身近な話題に関する作文ができる。
買い物、旅行先での単語を使ったやり取りなど、日常生活や身近な話題に関する会話ができる
会話・作文に必要な情報にアクセスすることができる
300 語程度の語彙数がある。

２.授業内容
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

イントロダクション
第 1 課 中国に行こう！（1）…P10～11
1．助動詞“可以”“要”。
2．主述述語文。
3．目的語が主述句のとき。
第 2 課 ジャスミン茶を飲もう！（1）…P14～15
1．“的”の用法。
2．原因と理由を表す“因為”
3．文末の助詞“吧”“呢”
第１課／2 課の復習（応用）
第 3 課 友だちをつくろう！（1）…P16～17
1．連動文
2．“是～的”の文
3．疑問詞“怎么”
第 3 課の復習（応用）
第 4 課 長城に登ろう！（1）…P22～23
1．“了”の三つの用法。
2．副詞“就”。

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

第 5 課 卓球を楽しもう！（1）…P26～27
1．様態補語。
2．
「可能性の予測」を表す“会”。
3．
「仮定」を表す“要是”
第 5 課の復習（応用）
第 6 課 漢字を覚えよう！（1）…P30～31
1．結果補語（1）
2．副詞“有点儿”
第 6 課の復習（応用）
第 7 課 街を歩こう！（1）…P34～35
1．存現文。
2．主語がフレーズのとき。
3．“～了～了”の用法。
第 7 課の復習（応用）
期末試験

３.履修上の注意
1．病欠や学校行事のために欠席となった場合，授業前のメール連絡が必要です。
2．無断欠席は，１回につき，最終成績から，３点減点となります。
3．正当な理由はなく試験日に試験を受けなかった場合，別の時間に再試験を受けることは可能ですが，最高得点は 60 点とし
ます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各課の動画を前もって観る必要があります。授業の後、各課の課題を必ずやって復習することです。

５.教科書
『中国語初めての一歩』白水社，2200 円

竹島金吾監修・尹景春／竹島毅著

ISBN9784560069257

６.参考書
三省堂『超級クラウン中日辞典』
小学館『中日辞典』

７.成績評価の方法
この授業の評価は，
課題の提出が 30％，
テスト、発表、プレゼンなど 70％。
欠席による減点がありますのでご注意してください。
最終成績は上記の点数の合計 100 点満点で、60 点以上を合格とします。

８.その他
教育用ソフトウェア
1.
中国語翻訳 - Weblio 翻訳
http://translate.weblio.jp/chinese/
2.
DeepL（ディープエル）
DeepL 翻訳：世界一高精度な翻訳ツール
https://www.deepl.com/translator
3.
百度翻译-200 种语言互译、沟通全世界！ (baidu.com)
https://fanyi.baidu.com/
4.
白水社 中国語辞典 - Weblio 日中中日辞典
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中国語演習Ⅱ

大山

潔

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN261N

１.授業の概要・到達目標
文法と会話を総合的に学習する中級中国語の授業です。
【履修資格】
２年次以上ですが、「初級以上の語学力」を有することが望ましい。「初級以上」とは「平易な中国語を聞き、話すことができ
る」というレベルですが、目安としては、中国語Ⅰ・Ⅱを履修したこと、あるいは中国語検定４級、あるいは HSK 検定１級程
度以上と考えていただければ結構です。
【授業概要】
1. 文法事項
文型
使役、受け身、“把”の構文
補語
方向補語、可能補語、結果補語
アスベスト：“着”（状態の持続を表す）
強調表現、疑問詞の不定用法、未来への変化
2. 音声教材・映像資料なども積極的に活用しながら、中国語の歴史と現状、中国社会・生活について学ぶ。
3. 中国語でプレゼンテーションをします。
【到達目標】
買い物、旅行先での単語を使ったやり取りなど、日常生活や身近な話題に関する会話ができる。
プレゼンを通して、インターネットにある様々な手段を知り、使い、調べ、創り、情報を発信し、受け取るスキルを勉強し
実践し、クラスメート間のコミュニケーションを深める。
570 語程度の語彙数がある。

２.授業内容
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

イントロダクション
★プレゼンテーション① PC による作文の説明
第 8 課 中国映画を見よう！（1）…P38～39
1．状態の持続を表す“着”。
2．副詞“再”。
3．疑問詞の不定用法
第 8 課の復習（応用）
第 9 課 チャイナドレスを買おう！（1）…P42～43
1．方向補語。
2．使役を表す“让”。
第 9 課の復習（応用）
第 10 課 中華を食べよう！（1）…P46～49
1．可能補語。
2．強調表現。
第 10 課の復習（応用）
★プレゼンテーション② 作文第１稿の提出

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

第 11 課 西遊記を読もう！（1）…P50～51
1．結果補語。
2．
「受け身」を表す“被”。
第 11 課の復習（応用）
★プレゼンテーション③ 作文の音読練習
第 12 課 春節を祝おう！（1）…P54～55
1．“快～了”の用法。
2．“把”の構文。
第 12 課の復習（応用）
期末試験
★プレゼンテーション④ 発表

３.履修上の注意
1．病欠や学校行事のために欠席となった場合，授業前のメール連絡が必要です。
2．無断欠席は，１回につき，最終成績から，３点減点となります。
3．正当な理由はなく試験日に試験を受けなかった場合，別の時間に再試験を受けることは可能ですが，最高得点は 60 点とし
ます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各課の動画を前もって観る必要があります。授業の後、各課の課題を必ずやって復習することです。

５.教科書
『中国語初めての一歩』白水社，2200 円

竹島金吾監修・尹景春／竹島毅著

ISBN9784560069257

６.参考書
三省堂『超級クラウン中日辞典』
小学館『中日辞典』

７.成績評価の方法
この授業の評価は，
課題の提出が 30％，
テスト、発表、プレゼンなど 70％。
欠席による減点がありますのでご注意してください。
最終成績は上記の点数の合計 100 点満点で、60 点以上を合格とします。

８.その他
教育用ソフトウェア
1.
中国語翻訳 - Weblio 翻訳
http://translate.weblio.jp/chinese/
2.
DeepL（ディープエル）
DeepL 翻訳：世界一高精度な翻訳ツール
https://www.deepl.com/translator
3.
百度翻译-200 种语言互译、沟通全世界！ (baidu.com)
https://fanyi.baidu.com/
4.
白水社 中国語辞典 - Weblio 日中中日辞典

466

韓国語

467

韓国語ＡⅠ

金

鉉洙

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN171N

１.授業の概要・到達目標
春学期はハングル文字や発音から基礎的な文法事項を学んでいきます。授業においては文法事項の修得に重点を置きながら，
会話能力の向上を目指します。日常生活における簡単な会話ができること，ハングル検定５級レベルへの到達を目標にします。
（この授業は韓国語ＢⅠとリレー形式で行われます。
）

２.授業内容
第１回：ａ：イントロダクション（韓国語と文字の歴史）
ｂ：母音字
第２回：子音字
第３回：パッチム
第４回：第 10 課 私は学生です。
第５回：第 11 課 これは何ですか。
第６回：第 12 課 銀行はどこにありますか。
第７回：韓国文化紹介
第８回：第 13 課 学校で何をしますか。
第９回：第 14 課 天気はどうですか。
第 10 回：第 15 課 週末に何をしますか。
第 11 回：第 16 課 どこに住んでいらっしゃいますか。
第 12 回：第 17 課 趣味は何ですか。
第 13 回：第 18 課 誕生日はいつですか。
第 14 回：ａ：期末試験
ｂ：正答解説
※講義内容は進度状況などにより変更することがあります。

３.履修上の注意
・授業には必ず出席すること。なお，原則として 1/3 以上欠席した学生の単位は認めない。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・小テストを適宜実施するので，その準備を兼ねて習った文法や語彙などをしっかり覚えるようにしてください。

５.教科書
李昌圭『やさしく仕組みがわかる韓国語初級

講義ノート』白帝社，2014.

６.参考書
随時紹介する。

７.成績評価の方法
学期末テストの成績 70％，平常点（授業態度・小テスト・宿題）30％

８.その他
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韓国語ＡⅡ

金

鉉洙

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN171N

１.授業の概要・到達目標
春学期授業で学んだ学習内容をベースに不規則活用用言や連体形などの表現を身につけることで，韓国語の表現力の幅をよ
り豊かにしていきます。授業においては文法事項の修得に重点を置きながら，会話能力の向上を目指します。日常生活におけ
る簡単な会話ができること，ハングル検定４級レベルへの到達を目標にします。
（この授業は韓国語ＢⅡとリレー形式で行われ
ます。
）

２.授業内容
第１回：春学期授業の総復習
第２回：第 19 課 １個でいくらですか。
第３回：第 20 課 授業は何時からですか。
第４回：第 21 課 写真を撮りました。
第５回：第 22 課 どこに行かれますか。
第６回：第 23 課 どこで会いましょうか。
第７回：第 24 課 何がしたいですか。
第８回：中級第１課 助詞のまとめ
第９回：中級第２課 銀行に行こうと思います。
第 10 回：中級第３課 明日何するつもりですか。
第 11 回：中級第５課 キムチは辛いです。
第 12 回：中級第６課 どこで撮った写真ですか。
第 13 回：中級第７課 歌を歌いました。
第 14 回：ａ：期末試験
ｂ：正答解説
※講義内容は進度状況などにより変更することがあります。

３.履修上の注意
・授業には必ず出席すること。なお，原則として 1/3 以上欠席した学生の単位は認めない。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・小テストを適宜実施するので，その準備を兼ねて習った文法や語彙などをしっかり覚えるようにしてください。

５.教科書
李昌圭『やさしく仕組みがわかる韓国語中級Ⅰ講義ノート』白帝社，2014.

６.参考書
随時紹介する。

７.成績評価の方法
学期末テストの成績 70％，平常点（授業態度・小テスト・宿題）30％

８.その他
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韓国語ＢⅠ

金

鉉洙

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN171N

１.授業の概要・到達目標
春学期はハングル文字や発音から基礎的な文法事項を学んでいきます。授業においては文法事項の修得に重点を置きながら，
会話能力の向上を目指します。日常生活における簡単な会話ができること，ハングル検定５級レベルへの到達を目標にします。
（この授業は韓国語ＡⅠとリレー形式で行われます。
）

２.授業内容
第１回：ａ：イントロダクション（現代韓国社会の理解）
ｂ：母音字
第２回：子音字
第３回：発音のルール
第４回：第 10 課 私は学生です。
第５回：第 11 課 これは何ですか。
第６回：第 12 課 銀行はどこにありますか。
第７回：韓国文化紹介
第８回：第 13 課 学校で何をしますか。
第９回：第 14 課 天気はどうですか。
第 10 回：第 15 課 週末に何をしますか。
第 11 回：第 16 課 どこに住んでいらっしゃいますか。
第 12 回：第 17 課 趣味は何ですか。
第 13 回：第 18 課 誕生日はいつですか。
第 14 回：ａ：期末試験
ｂ：正答解説
※講義内容は進度状況などにより変更することがあります。

３.履修上の注意
・授業には必ず出席すること。なお，原則として 1/3 以上欠席した学生の単位は認めない。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・小テストを適宜実施するので，その準備を兼ねて習った文法や語彙などをしっかり覚えるようにしてください。

５.教科書
李昌圭『やさしく仕組みがわかる韓国語初級

講義ノート』白帝社，2014.

６.参考書
随時紹介する。

７.成績評価の方法
学期末テストの成績 70％，平常点（授業態度・小テスト・宿題）30％

８.その他
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韓国語ＢⅡ

金

鉉洙

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN171N

１.授業の概要・到達目標
春学期授業で学んだ学習内容をベースに不規則活用用言や連体形などの表現を身につけることで，韓国語の表現力の幅をよ
り豊かにしていきます。授業においては文法事項の修得に重点を置きながら，会話能力の向上を目指します。日常生活におけ
る簡単な会話ができること，ハングル検定４級レベルへの到達を目標にします。
（この授業は韓国語 AⅡとリレー形式で行われ
ます。
）

２.授業内容
第１回：春学期授業の総復習
第２回：第 19 課 １個でいくらですか。
第３回：第 20 課 授業は何時からですか。
第４回：第 21 課 写真を撮りました。
第５回：第 22 課 どこに行かれますか。
第６回：第 23 課 どこで会いましょうか。
第７回：第 24 課 何がしたいですか。
第８回：中級第１課 助詞のまとめ
第９回：中級第２課 銀行に行こうと思います。
第 10 回：中級第３課 明日何するつもりですか。
第 11 回：中級第５課 キムチは辛いです。
第 12 回：中級第６課 どこで撮った写真ですか。
第 13 回：中級第７課 歌を歌いました。
第 14 回：ａ：期末試験
ｂ：正答解説

３.履修上の注意
・授業には必ず出席すること。なお，原則として 1/3 以上欠席した学生の単位は認めない。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・小テストを適宜実施するので，その準備を兼ねて習った文法や語彙などをしっかり覚えるようにしてください。

５.教科書
李昌圭『やさしく仕組みがわかる韓国語中級Ⅰ講義ノート』白帝社，2014.

６.参考書
随時紹介する。

７.成績評価の方法
学期末テストの成績 70％，平常点（授業態度・小テスト・宿題）30％

８.その他
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韓国語演習Ⅰ

金

鉉洙

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN271N

１.授業の概要・到達目標
初級レベルを終えた人を対象とします。
授業においては初級レベルの文法事項の復習を適切に行いながら，テキストに沿って初中級レベルの文法事項や表現などを
身につけていきます。日常生活における会話や作文，読解能力の向上を目指し，ハングル検定４級レベルへの到達を目標とし
ます。

２.授業内容
第１回：初級文法事項の復習①
第２回：初級文法事項の復習②
第３回：初級文法事項の復習③
第４回：第９課 両替できますか。
（文法）
第５回：第９課 両替できますか。
（練習）
第６回：第 10 課 着いたら電話します。
（文法）
第７回：第 10 課 着いたら電話します。
（練習）
第８回：韓国文化紹介
第９回：第 11 課 雨が降っているようです。
（文法）
第 10 回：第 11 課 雨が降っているようです。
（練習）
第 11 回：第 13 課 窓が開いています。
（文法）
第 12 回：第 13 課 窓が開いています。
（練習）
第 13 回：総合復習
第 14 回：ａ：期末試験
ｂ：正答解説
※講義内容は進度状況などにより変更することがあります。

３.履修上の注意
・授業には必ず出席すること。なお，原則として 1/3 以上欠席した学生の単位は認めない。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・小テストを適宜実施するので，その準備を兼ねて習った文法や語彙などをしっかり覚えるようにしてください。

５.教科書
李昌圭『やさしく仕組みがわかる韓国語中級Ⅰ講義ノート』白帝社，2014.

６.参考書
随時紹介する。

７.成績評価の方法
学期末テストの成績 70％，平常点（授業態度・小テスト・宿題）30％

８.その他
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韓国語演習Ⅱ

金

鉉洙

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN271N

１.授業の概要・到達目標
春学期同様，初中級レベールの文法事項の習得に力点を置きます。授業においては初級レベルの文法事項の復習を適切に行
いながら，テキストに沿って初中級レベルの文法事項や表現などを身につけていきます。日常生活における会話や作文，読解
能力の向上を目指し，ハングル検定４級レベルへの到達を目標とします。

２.授業内容
第１回：第 14 課 写真を撮ってもいいですか。
（文法）
第２回：第 14 課 写真を撮ってもいいですか。
（練習）
第３回：第 15 課 何時まで行けばいいですか。
（文法）
第４回：第 15 課 何時まで行けばいいですか。
（練習）
第５回：第 17 課 ソウルに行ってみたことがありますか。
（文法）
第６回：第 17 課 ソウルに行ってみたことがありますか。
（練習）
第７回：韓国文化紹介
第８回：第 18 課 心配しないで下さい。
（文法）
第９回：第 18 課 心配しないで下さい。
（練習）
第 10 回：第 19 課 今日は忙しいですが，明日会いましょうか。
（文法）
第 11 回：第 19 課 今日は忙しいですが，明日会いましょうか。
（練習）
第 12 回：中級文法の復習①（第 4，8，12 課）
第 13 回：中級文法の復習②（第 16，20 課）
第 14 回：ａ：期末試験
ｂ：正答解説
※講義内容は進度状況などにより変更することがあります。

３.履修上の注意
・授業には必ず出席すること。なお，原則として 1/3 以上欠席した学生の単位は認めない。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・小テストを適宜実施するので，その準備を兼ねて習った文法や語彙などをしっかり覚えるようにしてください。

５.教科書
李昌圭『やさしく仕組みがわかる韓国語中級Ⅰ

講義ノート』白帝社，2014.

６.参考書
随時紹介する。

７.成績評価の方法
学期末テストの成績 70％，平常点（授業態度・小テスト・宿題の成績）30％

８.その他
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タイ語
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タイ語ＡⅠ

香ノ木

ウォララック

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN191N

１.授業の概要・到達目標
本授業は入門者向けであり，
「タイ語 BⅠ」と並行し基礎会話や表現を中心に学習する。
発音記号を使用し，子音・母音・声調の発音し方を学び，挨拶・自己紹介・時間の言い方など日常でよく使う表現や語彙を学
習する。
「タイ語 BⅠ」で学習した文法を含めて様々な表現や文型を使って簡単な文を作成し，会話の練習をする。視聴覚教材
で「聞く」
「話す」練習をする。
タイ語の正しい発音し方・基礎文型・語彙・表現の習得と，
「聞く」と「話す」能力を身に付け，ネイティブと初歩的な会話
ができることを目標とする。

２.授業内容
各回のテーマは次の通りである。
第１回：a. イントロダクション
b. タイ語の特徴の説明
第２回：子音・声調の発音練習・挨拶表現
第３回：第１課 語彙・自己紹介の表現・会話練習・リスニング
第４回：第２課 語彙・数字と数え方（１）
・存在の動詞
第５回：第２課 会話練習・リスニング
第６回：第３課 語彙・時刻の言い方・数え方（２）
第７回：第３課 期間・値段の言い方
第８回：a. 第３課 会話練習・リスニング
b. 中間試験
第９回：第４課 語彙・目的・願望の表現
第 10 回：第４課 勧誘表現・電話の会話練習・リスニング
第 11 回：第５課 語彙・ものの所在・会話練習・リスニング
第 12 回：第６課 語彙・類別詞（１）
・数え方（３）
第 13 回：第６課 依頼表現・買い物の会話練習・リスニング
第 14 回：a. まとめ
b. 期末試験

３.履修上の注意
発音記号を使用しタイ語を学習する。タイ文字の学習に関しては，
「タイ語 BI」の授業で実施する。
「タイ語 BI」との同時履修が望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回出席し，積極的に発音，会話やリスニングの練習をすること。予習と復習はかならず行い, 課題はしっかり取り組むこと。
事前に，テキストの各課の語彙や文型の例文を確認して予習すること。
復習として，学習した項目や「練習 A」を再度確認し，テキストに付いている CD を聞きながら例文や会話を繰り返して読み，
発音の練習を行うこと。

５.教科書
『タイ語レッスン初級１』ブッサバー・バンチョンマニーら著
（スリーエーネットワーク）

６.参考書
1. 『タイ語の基本 初級から中級まで』 吉田 英人 著 （三修社）
2. 『プログレッシブ タイ語辞典』 傍士豊 編著 （小学館）
3. 配布プリント（補助教材）

７.成績評価の方法
授業への貢献度 15％，課題 20％，中間試験 30％，期末試験 35％

８.その他
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タイ語ＡⅡ

香ノ木

ウォララック

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN191N

１.授業の概要・到達目標
本授業は初級者向けであり，
「タイ語 AⅠ」に引き続き基礎会話を中心に学習する。
「タイ語 BⅡ」と並行し様々な文型を使い
会話やリスニングを練習する。
依頼や可能表現など基礎文型を使った簡単な文章により様々な場面に応じた会話練習をする。身体の部位や乗り物，類別詞
の語彙を覚え，料理の注文や趣味，病状，感想，移動手段などについて話すことを練習する。視聴覚教材で「聞く」と「話す」
練習をする。
「聞く」と「話す」能力を身に付け，様々な基礎文型と表現を使いこなし，ネイティブとタイ語で簡単な日常会話ができるこ
とを目標とする。

２.授業内容
各回のテーマは次の通りである。
第１回：a. イントロダクション
b. 復習
第２回：第７課 語彙・趣味について
第３回：第７課 可能表現・理解を表す表現
第４回：第７課 会話練習・リスニング
第５回：第８課 語彙・類別詞（２）料理・物の注文
第６回：第８課 もらうの動詞・完了形の質問と答え
第７回：a. 第８課 会話練習・リスニング
b. 中間試験
第８回：第９課 語彙・体調に関する表現・許可表現
第９回：第９課 動作の禁止・丁寧な依頼表現
第 10 回：第９課 会話練習・リスニング
第 11 回：第 10 課 語彙・程度と頻度を表す副詞・形容詞
第 12 回：第 10 課 会話練習・リスニング
第 13 回：スピーキング
第 14 回：a. まとめ
b. 期末試験

３.履修上の注意
発音記号を使用しタイ語を学習する。タイ文字の学習に関しては，
「タイ語 BII」
「タイ語 BII」との同時履修が望ましい。

の授業で実施する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回出席し，積極的に発音や会話，リスニングの練習をすること。予習と復習はかならず行い、課題はしっかり取り組むこと。
事前に，テキストの各課の語彙や文型の例文を確認して予習すること。
復習として，学習した項目や「練習 A」を再度確認し，テキストに付いている CD を聞きながら例文や会話を繰り返して読み，
発音の練習を行うこと。

５.教科書
『タイ語レッスン初級１』ブッサバー・バンチョンマニーら著
（スリーエーネットワーク）

６.参考書
1. 『タイ語の基本 初級から中級まで』 吉田 英人 著 （三修社）
2. 『プログレッシブ タイ語辞典』 傍士豊 編著 （小学館）
3. 配布プリント（補助教材）

７.成績評価の方法
授業への貢献度 15％，課題 20％，中間試験 30％，期末試験 35％

８.その他

476

タイ語ＢⅠ

香ノ木

ウォララック

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN191N

１.授業の概要・到達目標
本授業は入門者向けであり，
「タイ語 AⅠ」と並行しタイ語の基礎文法と文字の読み書きを中心に学習する。基礎的な文法を
学びながら，タイ語は独自の文字を使っているため，タイ文字と文字の基本規則を学習する。
一回の授業の中で文法と文字を学習する。文法においては，タイ語の文章の構造を理解し，形容詞・疑問詞・類別詞の使い方
や様々な基礎文法を学ぶ。タイ文字の学習は，タイ語に少し慣れてきた第３回から始まる。タイ語の子音文字・母音文字の読
み方と書き方、それから文字の仕組みを学ぶ。文字の基本的な規則を学び，簡単な単語の読み書きを練習する。
タイ語の基礎文法の習得と，タイ文字が覚えられ簡単な単語が読み書きできるようになることを目標とする。

２.授業内容
各回のテーマは次の通りである。
第１回：a. イントロダクション
b. 発音記号の説明と母音の練習
第２回：a. 子音・母音・声調の発音練習
b. 第１課 人称代名詞・所有表現
第３回：a. 第１課 指示代名詞
b. 文字とその仕組みの説明
第４回：a. 第２課 存在動詞・位置を表す前置詞
b. 文字： 長母音（字）
第５回：a. 第２課 疑問詞（１）
・極性疑問文（１）
b. 文字： 子音（字）
第６回：a. 第３課 年月日曜日の言い方
b. 文字： 平音節と促音節・声調規則
第７回：a. 第３課 意思の助動詞・疑問詞（２）
b. 文字： 平音節１
第８回：a. 復習
b. 中間試験
第９回：a. 第４課 極性疑問文（２）
b. 文字： 平音節２
第 10 回：a. 第５課 所有動詞・ものの所在・現在進行形
b. 文字： 短母音（字）
第 11 回：a. 第５課 接続詞（動作の順次）
・極性疑問文（３）
b. 文字： 促音節１
第 12 回：a. 第６課 類別詞の使い方
b. 文字： 促音節２
第 13 回：a. 第６課 並列・累加接続詞
b. 文字： 平音節３・促音節３
第 14 回：a. まとめ
b. 期末試験

３.履修上の注意
発音記号を使用しタイ語を学習する。同時にタイ文字の読み書きや規則を学ぶ。
「タイ語 AⅠ」との同時履修が望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回出席し，文章作成や文字の読み書きをよく練習すること。課題はしっかり取り組むこと。
文法学習において，事前にテキストの各課の解説を確認し説明と例文を読んで予習し，
「練習 B」を取り組んで復習すること。
文字学習において，子音字と母音字とその組み合わせ方を書いて練習し，学習した読み方の規則を復習し練習問題で単語を読
むこと。

５.教科書
『タイ語レッスン初級１』ブッサバー・バンチョンマニーら著
（スリーエーネットワーク）

６.参考書
1.
2.
3.
4.

『タイ語の基本 初級から中級まで』吉田 英人 著 （三修社）
『マリンのタイ語生活〈1〉挫折しないタイ文字レッスン（マリンのタイ語生活（1））
』
『プログレッシブ タイ語辞典』 傍士豊 編著 （小学館）
配布プリント（補助教材）

７.成績評価の方法
授業への貢献度 15％，課題 20％，中間試験 30％，期末試験 35％

８.その他
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中島

マリン著

（めこん）

タイ語ＢⅡ

香ノ木

ウォララック

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LAN191N

１.授業の概要・到達目標
本授業は初級者向けであり，
「タイ語 BⅠ」に引き続きタイ語の基礎文法と文字の読み書きを中心に学習する。
「タイ語 AⅡ」
と並行し授業を行う。
一回の授業の中で文法と文字を学習する。文法においては，助動詞や否定形，疑問語，質問文とその答え方など様々な基礎
文法を学ぶ。また，簡単な文章作成を学習する。文字学習においては、タイ文字の基本規則を復習し，声調記号や二重子音の
語，特殊な文字の読み方などを学び，簡単な単語と文章の読み書きを練習する。
基礎的な文法を理解し，タイ文字で書かれた簡単な単語と文章の読み書きができることを目標とする。

２.授業内容
各回のテーマは次の通りである。
第１回：a. イントロダクション
b. 復習
第２回：a. 第７課 必要性・経験を表す助動詞
b. 声調記号（１）
第３回：a. 第７課 完了を表す助動詞・逆説の前置詞
b. 声調記号（２）
第４回：a. 第７課 極性疑問文（4）
b. 声調記号（３）
第５回：a. 第８課 依頼分・完了形の質問と答え
b. 様々な末子音
第６回：a. 第８課 無意志動詞・否定形
b. 真正二重子音
第７回：a. 文字の復習
b. 中間試験
第８回：a. 第９課 時制・疑問文のまとめ
b. 疑似二重子音（G１）
第９回：a. 第９課 過去・完了形の否定文
b. 疑似二重子音（G２）
第 10 回：a. 第９課 極性疑問文（５）
b. 高子音化・中子音化
第 11 回：a. 第１０課 疑問詞（３）
b. 一字再読字
第 12 回：a. 第１０課 疑問詞＋極性疑問文
b. 特殊な発音・記号・略字・数字
第 13 回：読み方の練習
第 14 回：a. まとめ
b. 期末試験

３.履修上の注意
発音記号を使用しタイ語を学習する。同時にタイ文字の読み書きや規則を引き続き学ぶ。
「タイ語 AⅡ」との同時履修が望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回出席し，文章作成や文字の読み書きをよく練習すること。課題はしっかり取り組むこと。
文法学習において，事前にテキストの各課の解説を確認し説明と例文を読んで予習し，
「練習 B」と練習問題を取り組んで復習
すること。
文字学習において，次回の授業の前に学習した規則を復習し，練習問題で様々な単語を読んで練習すること。

５.教科書
『タイ語レッスン初級１』ブッサバー・バンチョンマニーら著
（スリーエーネットワーク）

６.参考書
1.
2.
3.
4.

『タイ語の基本 初級から中級まで』吉田 英人 著 （三修社）
『マリンのタイ語生活〈1〉挫折しないタイ文字レッスン（マリンのタイ語生活（1））
』
『プログレッシブ タイ語辞典』 傍士豊 編著 （小学館）
配布プリント（補助教材）

７.成績評価の方法
授業への貢献度 15％，課題 20％，中間試験 30％，期末試験 35％

８.その他
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中島

マリン著

（めこん）

タイ語演習Ⅰ

香ノ木

ウォララック

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN291N

１.授業の概要・到達目標
本授業は初級者向けであり，基礎タイ語を学び進め条件文や比較表現，因果関係の表現などの文型と会話の学習に重点を置く。
視聴覚教材で簡単な会話や話を聞いて聴解の練習，様々な場面に応じた会話を練習する。タイ語を学びながら学習した表現や
会話から見たタイ文化を一緒に考える。また，読解の練習，タイ文字で日記などを書く。
既習のタイ文字を使って初級レベルの文法，語法を学び進め様々な文型の理解力を高めながら，日常の出来事などをテーマ
に会話と文章作成ができることを目標とする。

２.授業内容
各回のテーマは次の通りである。
第１回：a. イントロダクション
b. 復習
第２回：第 11 課 条件・仮定，疑問詞（４）
（理由を聞く）
第３回：第 11 課 予測・動作の順番・会話練習
第４回：第 12 課 選択疑問文
第５回：第 12 課 時間の過ごし方・買い物する・会話練習
第６回：第 13 課 因果関係の表現，疑問詞＋極性疑問文（２）
第７回：第 13 課 感情を表す言葉・謝罪の表現・会話練習
第８回：読解
第９回：第 14 課 前後の順番を言う
第 10 回：第 14 課 禁止表現・命令形・会話練習
第 11 回：第 15 課 比較表現（１）
（最上級・比較級）
第 12 回：第 15 課 比較表現（２）
（原級）
・依頼表現
第 13 回：第 15 課 チケットを買う・会話練習
第 14 回：a. まとめ
b. 期末試験

３.履修上の注意
この科目を履修するにあたっては、前提として、タイ文字の読み書きや基礎文法の知識が必要です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回出席し，積極的に会話や学習した文型を練習すること。
タイ文字の読み方と意味を事前に確認し予習すること。
テキストの CD を聞いて，例文や会話を繰り返して読んで復習すること。

５.教科書
『タイ語レッスン初級 2』ブッサバー・バンチョンマニーら著
（スリーエーネットワーク）

６.参考書
1.
2.
3.
4.

『タイ語の基本 初級から中級まで』 吉田 英人 著 （三修社）
『タイ語の基礎 』三上 直光 著（白水社）
『プログレッシブ タイ語辞典』 傍士豊 編著 （小学館）
配布プリント（補助教材）

７.成績評価の方法
授業への貢献度 15％，課題 25％，小テスト 30％，期末テスト 30％

８.その他
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タイ語演習Ⅱ

香ノ木

ウォララック

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)LAN291N

１.授業の概要・到達目標
本授業は初級から中級へのクラスであり，
「タイ語演習Ⅰ」に引き続き文型を学びながら文章作成，読解，聴解，会話の学習を
重点に置く。読解において，タイの絵本や配布資料を教材として学習する。作文の作成能力を身に付け，自己の体験談や日本
について簡単な作文を書く。学習したタイ語の表現の中から見たタイ文化を一緒に考える。実用タイ語検定試験 4 級の勉強法
も学ぶ。また，視聴覚教材で様々な場面のタイ語を聞いて聴解や会話の練習をする。
初級から中級への学習レベルの文法や語法を学び進め，会話力と読解力の向上を目指し，様々な題目についての会話と聞き
取りができることを目標とする。

２.授業内容
各回のテーマは次の通りである。
第１回：a. イントロダクション・復習
b. 第 16 課 伝聞・義務表現
第２回：第 16 課 前置詞・アドバイスの会話練習
第３回：第 17 課 関係代名詞・接続詞
第４回：第 17 課 道順の説明の練習・道案内の会話練習
第５回：第 18 課 使役・因果関係
第６回：第 18 課 提案の表現・相談の表現・会話練習
第７回：第 19 課 指示表現と形容詞
第８回：第 19 課 美容室にて・会話練習
第９回：第 20 課 形容詞・副詞の変化
第 10 回：第 20 課 意見を求める表現・会話練習
第 11 回：読解（１）
第 12 回：読解（２）
第 13 回：タイ語検定試験の学習
第 14 回：a. まとめ
b. 期末試験

３.履修上の注意
この科目を履修するにあっては、前提となる「タイ語演習Ⅰ」を修得したことが必要です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回出席し，積極的に会話と文章の読みを練習をすること。
テキストの CD を使用し，文型の例文や「練習 A」
，会話を聞いて発音の練習すること。
読解は，事前に文章の読み方と訳を準備しておくこと。

５.教科書
『タイ語レッスン初級 2』ブッサバー・バンチョンマニーら著
（スリーエーネットワーク）

６.参考書
1.
2.
3.
4.

『タイ語の基本 初級から中級まで』 吉田 英人 著 （三修社）
『タイ語の基礎 』三上 直光 著（白水社）
『プログレッシブ タイ語辞典』 傍士豊 編著 （小学館）
配布プリント（補助教材）

７.成績評価の方法
授業への貢献度 15％，課題 25％，小テスト 30％，期末試験 30％

８.その他
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研究方法・実践科目群

481

情報リテラシー科目

482

専門情報リテラシー（法情報）

近藤

佐保子

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INF141J

１.授業の概要・到達目標
コンピュータ技術が発達し，いろいろな領域に取り入れられていく中で，法にかかわる領域には，そうした技術がなかなか
浸透しにくいとも言われてきました。そうは言っても，今では，法律に関することでも，Web を利用することで，いろいろなこ
とがわかり，法を身近に感じることができるようになってきました。この科目では，法というものを通して今日の情報社会を
見ていきたいと思います。
授業の前半では，昨今のサイバー法にかかわる判例のデータベースを検索して，どのような判例が出ているのかを調査しま
しょう。情報社会は急速に発展してきましたが，法制度+は，それほど急激には変わりにくいこともあって，過去の判例の中に
は適切であったのか，評価が分かれるものもあります。進展する情報社会の中で，それを規制する法はどのようなものである
ことが望ましいのか考えてみましょう。
また，授業の後半では，近年の犯罪白書，警視庁サイバー犯罪対策統計などのサイトを閲覧して，犯罪統計を調査しましょ
う。Ｅｘｃｅｌでのデータの分析の仕方を簡単に解説します。昨今のサイバー法犯罪などの動向を調べ，発表してみましょう。
また，それを通じて，再犯防止のための施策も検討していきたいと思います。犯罪者の社会復帰を目指す現場のＤＶＤ視聴な
ども行う予定です。
本講義の到達目標は以下の通りです。
① 情報法に対する質的調査として，判例データベースが的確に検索できるようになる。
② サイバー法に係る判例を客観的に読み解く力を取得し，情報社会の望ましい在り方を考えられるようになる。
③ 法情報に対する量的調査として，犯罪白書などのデータへのアクセス，分析ができるようになる。前提として表計算ソ
フトによる統計解析の基礎的な手法を理解する。
④ 犯罪統計のデータ分析を通して，現状と課題を把握し，再犯防止の施策を考える力をみにつける。

２.授業内容
［第１回］イントロダクション －法と情報のかかわり－
［第２回］法情報の検索（１）法情報はどこにあるのか（法律関係サイトの紹介）
［第３回］法情報の検索（２）判例データベースの検索（外部データベースの紹介）
［第４回］法情報の検索（３）昨今のサイバー法判例の検索と解説（著作権関連，名誉棄損関連など）
［第５回］法情報の検索（４）昨今のサイバー法判例の検索と解説（わいせつ罪関連，情報の不正入手，個人情報保護関連な
ど）
［第６回］情報発信の技法（パワーポイント利用の確認）
［第７回］サイバー法関連判例の発表（各自が興味のある判例について報告）
［第８回］犯罪統計（１）犯罪統計に関するデータはどこにあるのか
［第９回］再犯の予防と社会復帰支援（社会復帰支援に関するＤＶＤ視聴など）
［第 10 回］犯罪統計（２）MS-Excel による分析の手法（基礎的操作の確認）
［第 11 回］犯罪統計（３）MS-Excel による分析の手法（数値データの分析の手法）
［第 12 回］犯罪統計（４）MS-Excel による分析の手法（カテゴリーデータの分析の手法）
［第 13 回］犯罪統計（５）犯罪統計のデータに分析の手法を応用してみる
［第 14 回］犯罪統計に関する発表（犯罪統計データから各自が興味のあるテーマを選んで報告）

３.履修上の注意
リテラシー能力としては，本学科に設置されている「ICT ベーシック」科目終了程度の能力を前提としています。
法律に関する知識があることは必須条件ではありませんが，なるべく日頃から法律に関心を持ち，特にサイバー法に関係する
事例については，メディアなどに目を通すようにしておくと理解が進むでしょう。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
ＥｘｃｅｌとＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔについては，基本的な機能が使えることを前提としています。あまり慣れていない方が履
修する場合は，授業の進行状況にしたがい，各自で練習してきてください。
講義の前半では，サイバー法関連の判例の解説を通して，情報社会における法システムのあり方を理解していきます。前回の
内容は確認，理解してから毎回の講義に臨んでください。また判例検索で，進んだところまではもし抜けてしまったところが
ある場合，補って追いついてから次の授業に臨んでください。
講義の後半ではＥｘｃｅｌによるデータ整理の方法にも触れます。Ｅｘｃｅｌの課題を仕上げていきますが，もし授業の進行
に遅れてしまった場合は，各自で補って追いついてから次の授業に臨んでください。

５.教科書
参考書として授業時に適宜紹介します。
その他，プリント・ファイルとして適宜配布します。

６.参考書
和田悟・近藤佐保子『インターネットコミュニケーション』培風館
夏井高人『ネットワーク社会の文化と法』日本評論社
いしかわまりこ・村井のり子・藤井康子『リーガル・リサーチ』
（第５版）日本評論社
その他，授業中に適宜紹介します。

７.成績評価の方法
授業への参加を 20%程度，授業時に出題する複数回の課題 20%程度，判例検索に関する報告と犯罪統計に関する報告を各 30%程
度とし，総合的に評価します。期末試験は行いません。

８.その他
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専門情報リテラシー（実験人間学）

小久保

秀之

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INF141J

１.授業の概要・到達目標
授業形式 実験演習・ゼミ形式
募集人員 24 名程度
到達目標
インターネット時代は，何でも情報が手に入る代わりに実際に自分で試してみるという機会が不足がちです。
本演習では，人間がどのように視覚情報や聴覚情報を処理しているか，さらに心の状態が体にどのように影響するかを簡単な
実験を通して学びます。
さらに，実験結果を整理・分析してレポートにまとめる方法を学びます。
実習テーマ
実験は５つのテーマがあります。各実験項目は２～３週にわたって行います。
１．錯視図形では，実験道具を自作し，視覚情報がどのように処理されているか学びます。
２．電子機器の使用による疲労では，パソコンやゲーム機を使う前後の疲労度の違いをフリッカー装置を使って測定します。
３．騒音と快・不快では，学内の数か所で騒音の大きさを測定し，快・不快の判断とどのように関係するかを調べます。
４．心身のリラックス状態では，嘘発見器にも使われている皮膚電気活動を測定します。
５．サーモグラフィの実習では体表面の温度分布を測定します。

２.授業内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

一般的留意事項，レポートの書き方，班分け
生体計測のいろいろ
錯視図形１
錯視図形２
電子機器の使用による疲労１
電子機器の使用による疲労２
騒音と快・不快１
騒音と快・不快２
心身のリラックス状態１
心身のリラックス状態２
心身のリラックス状態３
赤外線サーモグラフィの実習１
赤外線サーモグラフィの実習２
データ処理演習

３.履修上の注意
授業は日本語で行います。
実験結果をまとめるために，ワードとエクセルに関して次の技能が必要です。
１．ワードを使って文書の作成と図・表の作成，エクセルのグラフの貼り付けができること。
２．エクセルを使って，平均値の計算，グラフの作成ができること。
さらに，
３．正規分布の基礎知識（平均値，標準偏差，p 値）を持っていると，より深く理解できます。
未学習の人は，確率統計の参考書を参考にしてください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
１．各実習を行う前に，教科書で実習内容をよく理解しておいてください。
実験の手順や機器の操作法などを事前に把握しておくと，当日の実習が円滑に進みます。
２．実習によっては，はさみ，定規（20cm 程度）が必要ですので持参するようにしてください。
３．実習終了の２週間後がレポートの提出期限です。

５.教科書
『実験人間学 第３版』

小久保秀之

（DTP 出版） 本体価格

１６００円

６.参考書
『サイコロと Excel で体感する統計解析』 石川幹人 （共立出版）
検定などデータの統計処理方法が未学習の人は次の本も参考にしてください。
なお，私が執筆した実習部分は教科書とほぼ同じです。
『未来をひらく心理学入門』 渡辺恒夫ほか （八千代出版）

７.成績評価の方法
平常点（授業に対する取り組み）30％
レポート 70％
なお，提出レポートの本数が半分に満たない場合は単位認定しません。

８.その他
実験があるので，遅刻しないようにお願いします。
実験ノートを作成し，実験の記録をつけるようにしてください。
データを持ち帰ることがあるので，USB メモリを持参してください。
欠席した場合は他の人からデータをもらってレポートを作成してください。
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専門情報リテラシー（社会統計）

橋本

政樹

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INF141J

１.授業の概要・到達目標
「情報の鉱石・知の原石を掘り起こそう」
表計算ソフト「MS-EXCEL」および SPSS を利用して，社会調査分野のデータマイニングの実習を行う。
データマイニングの意義を理解し，社会に散在する様々なデータの収集から，新たな知識を発見するまでの統計的な分析手
法を学習する。
〈到達目標〉
「自分でデータ収集・編集し，その特徴を抽出する，またデータ分析し，その結果を吟味する」までの一連の統計的基礎力を身
につける。

２.授業内容
第１回 イントロダクションと MS-EXCEL の復習
講義および実習の概要説明の後，EXCEL を立ち上げ，４つの機能をサンプルデータにより確認する。
第２回 データマイニングの意義
社会に散在する大量のデータの中から，価値ある情報を掘り起こす処理技術の概要と，既存の統計学との違いを理解する。
第３回 データの収集と整理
WEB・POS・アンケート等様々なデータの収集法とそれらの整理の仕方を学ぶ。
第４回 グラフと表の作成
世界統計や政府統計を用いて，度数分布表・ヒストグラム，散布図などを作成し，データの特徴を図表で把握する。
第５回 グラフと表の作成 2
世界統計や政府統計を用いて，円グラフ・等高線，レーダー図などを作成し，データの特徴を図表で把握する。
第６回 データの代表値・散布度
スポーツデータを用いて，平均値・標準偏差等の数値尺度を理解し，グラフ化したデータの性質を数値で把握する。
第７回 質的データの処理
生活に関するアンケートデータを用いて，クロス集計表を作成し，質的データの特徴を抽出する。
第８回 相関分析
経済指数や相性診断データを用いて，相関係数を求め，データ間の関連を見つける。
第９回 回帰分析
因果関係と相関関係の違いを理解した上で，各変数や係数を学び，回帰式を求める。
第 10 回 回帰分析 2
回帰式から予測値を求める。またグラフを作成してモデルの精度を確認する。
第 11 回 回帰分析 3
２次関数や対数関数により，非線形の回帰式を求める。また線形回帰式と比較する。
第 12 回 SPSS の基本操作
簡単なデータの入力，保存と読み込みのやり方を覚え，簡単なグラフ作成や基本的な分析操作の手順を学ぶ。
第 13 回 SPSS の基本操作 2
アンケートデータを用いて，基本的なグラフ作成や分析手法を学ぶ。
第 14 回 オリジナルデータの分析
各自興味のある分野のデータを集めて，それらの特徴を把握し，相関や回帰などの分析を行う。

３.履修上の注意
統計理論の学習と，統計ソフトによる実習を行うため，可能な限り出席し，継続的かつ積極的に授業に取り組むこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各自，席に着いたら，PC を操作しながら，前回の実習内容を復習すること。

５.教科書
プリントおよび WEB の教材を使用する。

６.参考書
（参考 URL: http://www.toranoko.net/tokei）

７.成績評価の方法
授業態度（30％）
，レポート（30％）
，小テスト（40％）
，以上３つの観点から，
（

８.その他
社会調査士資格＜Ｃ＞区分の認定科目です。
（選択必修）
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）内の比率で評価する。

専門情報リテラシー
（インタラクティブ CG）

中嶋

正夫

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INF141J

１.授業の概要・到達目標
コンピュータグラフィックス（CG）は，アナログ画像や映像からの発展だけでなく，インタラクティブ（双方向性）を持った
媒体として利用されてきている。
それは，ゲームだけでなくアートの表現方法や身の回りの各種のシステムにも活用されている。現在では AR や VR といった
技術が取り入れられたり，今までの入力デバイスに置き換わって，カメラやモーションセンサーなどの各種センサーと連携し
た新たなインタフェースが登場したりしている。
本講座では，プログラミング技術を通じて，上記のようなさまざまなインタラクティブメディアの構築を学ぶ。教材として
は Processing という JAVA をベースとしたプログラミング環境を用いる。プログラミングの経験がない学生を対象に，基本ア
ルゴリズムの修得から，CG の処理，インタラクティブなプログラムの作成などを目標とする。
また，各種センサーを活用したインタラクティブの事例を紹介し，その発展性にも触れる。
プログラミング実習では CG アニメーションを作りながら，グラフィックス，サウンド処理，イベント処理，オブジェクト指
向プログラミングの理解を深めていき，インタラクティブなアプリケーションの制作スキルを修得する。

２.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（インタラクティブメディアとは）
Processing の基本操作
図形描画
変数と繰り返し処理
アニメーションとマウス，キーボード処理
２次元グラフィックと各種メディア処理
モーションの処理
関数の取り扱い
オブジェクトと配列
サウンドを活用したインタラクティブ CG
インタラクティブメディアの作成
ゲーム動作の基本（１） ラケットボールの制作
ゲーム動作の基本（２） ブロック崩しゲームの制作
最終課題演習

３.履修上の注意
授業はコンピュータの実習を伴うため，Windows のファイル管理などの基本操作を確認しておくこと。コンピュータグラフィ
ックスの基礎（色の扱いや座標の概念など）を学んでいることが望ましい。開発環境は英語がベースであるので，メニュー項
目や表示されるメッセージの英文に慣れるよう努力すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業範囲について，事前に下記に示す教科書の該当範囲や PDF 資料を読み，概要を把握しておくこと。
復習として，教科書や配付資料のサンプルプログラムの内容を理解しておくこと。
第２回 テキスト p.001-015
第３回 テキスト p.017-037
第４回 テキスト p.039-053
第５回 テキスト p.055-080
第６回 テキスト p.081-109
第７回 テキスト p.111-127
第８回 テキスト p.129-142
第９回 テキスト p.143-173
第 10 回 テキスト p.193-202
第 11 回 事前に今までの授業内容の確認し，復習として演習問題を完成させる
第 12,13 回 PDF 資料を配付する
第 14 回 事前に課題演習に関するテーマやコンセプトを決め，復習として演習課題を完成させる

５.教科書
『Processing をはじめよう 第 2 版』
，船田巧 訳，
（オライリージャパン）
，2016 年

６.参考書
『Processing ではじめるプログラミング』
，加藤直樹，
（工学社）
，2013 年
『Processing プログラミング入門 Java ベースのオープンソース統合開発環境』
，田原淳一郎，
（カットシステム）
，2010 年

７.成績評価の方法
授業への参加度 30％，中間演習 20％，期末レポート（演習）50％で評価する。期末レポートで作成した作品の内容を重視する。

８.その他
なし
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専門情報リテラシー（心理統計）

清水

武

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INF141J

１.授業の概要・到達目標
≪授業の到達目標及びテーマ≫
心理学で扱うデータと統計的検定を中心に，推測統計による分析法を学ぶ。各自で PC を操作しながら，基礎を身につける。
≪授業の概要≫
心理学における実験や調査に使われる統計分析を，具体的な例題をもとに学ぶ。内容は統計的検定の基礎が中心となる。扱
う題材としては，心理データが中心となる。講義ではエクセル及び統計ソフト SPSS を用いる。SPSS は調査や実験などのデータ
解析専用ソフトウェアとして，そのプロセスを実践しながら調査実習や実験に対応できる統計情報処理を学習していく。同時
に，データ加工（グラフ作成）
，データを読み解く基礎力を養う。

２.授業内容
１ 記述統計における要約統計量 簡単なデータからヒストグラムや度数表を作成，それらの代表値と散布度を計算する。
２ 確率と期待値の（近似）計算，確率認識の錯誤。ギャンブルの例をとって確率や期待値の計算を行い，胴元が利益を得るか
らくりを理解する。ギャンブル実験を行ってツキやスランプを体験し，ビギナーズラックなどの現象が生まれる原因をつきと
める。
３ 統計的検定の考え方…コイントス等の思考実験を通して仮説検定の考え方を学ぶ。
４ 正規分布及びｚ値に基づく検定，有意水準の概念の把握。
５ 標本調査の基礎：母集団と標本抽出…全数調査との違いを考え，標本の無作為抽出について考える。また推定値としての
不偏推定量を学ぶ。
６ 度数集計と適合性の検定
７ クロス集計表とカイ自乗分析
８ ｔ検定（対応あり・対応なし）による２つの平均値の差の検定…両側検定と片側検定の違いを理解し，また自由度の概念
やｔの正規分布への収束を把握する。
９ 相関係数…2 変数の相関を学ぶ。相関するとはどういうことか。散布図を使って表現する。また，因果関係を解釈するとき
に，陥りやすい点を認識する。
10 実験法．心理学で用いられる実験の理論的な背景と仮説検証の方法について学ぶ。実際に，実験を実施する中で，無作為
割り当てを学ぶ。
11 一変量の分散分析と下位検定…心理学の実験や調査データを使いながら，間違いやすい点について注意しながら，学ぶ。
12 被験者内要因計画の実験…被験者間要因を扱う時との違いに注目し，データ収集における問題点や分析時の問題について
考える。
13 二要因の分散分析と交互作用の検討…心理学の実験データに基づいて，交互作用を理解し，実験計画の手法とともに理解
する。
14 まとめと総復習…講義で学んだ内容を振り返り，まとめて総括とする。
授業方式
講義と演習

３.履修上の注意
各自グループを組んで，共同で課題に取り組む。予備知識は必要ないが，PC を使った作業も必要となる。内容に関しては，適
宜，各自で復習する必要がある。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予備知識は必要ないが，PC を使った作業も必要となる。内容に関しては，適宜，各自で復習する必要がある。

５.教科書
特に指定しない。

６.参考書
石川 幹人（1997）エクセルとサイコロで体感する統計，共立出版
山田剛史・村井潤一郎（2004）よくわかる心理統計，ミネルヴァ書房

７.成績評価の方法
平常点として，グループワークによる共同作業（30％）と，試験（70％）の実施を予定している。

８.その他
データに基づくという点では，心理学 B と共に履修するのが望ましい。
社会調査士資格＜Ｄ＞区分の認定科目です。
（選択必修）
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ネットワーク技術Ⅰ

山崎

浩二

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INF125J

１.授業の概要・到達目標
インターネットに代表される情報通信ネットワークの有効活用は極めて重要となっている。本授業ではこのような情報通信
ネットワークの仕組みについて基本事項を習得し，理解を深めることを目的とする。具体的には，OSI 参照モデル（ネットワー
クの機能をレイヤと呼ばれる階層に分けて表現したモデルの１つ）を取り上げ，ネットワークの仕組みを電気信号のレベルか
らアプリケーションのレベルまで学習する。

２.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

イントロダクション
ネットワークの概要
ネットワーク・モデル
レイヤ１（物理層）－通信における信号
レイヤ２（データリンク層）－直接接続された機器との通信
レイヤ３（ネットワーク層）－遠方の機器との通信，IP アドレス
レイヤ３（ネットワーク層）－ルーティング（通信経路の探索）の概要
レイヤ３（ネットワーク層）－ルーティングの実際，サブネット
レイヤ４（トランスポート層）－通信の信頼性の確保
レイヤ５（セッション層）
，レイヤ６（プレゼンテーション層）
，レイヤ７（アプリケーション層）の機能
セキュリティ
スイッチの高度な機能
ネットワークの管理
期末試験

３.履修上の注意
特になし。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Oh-o!Meiji 上の授業資料に事前に目を通しておくこと。復習として，授業資料を読み直し，不明な点は授業で質問すること。

５.教科書
オンライン上の資料を使用する。

６.参考書
別途指示する。

７.成績評価の方法
定期試験 60％ レポート 40％
基礎的知識，理解力

８.その他
履修希望者は授業開始前に事前申込する。手続きの詳細は「履修手続きの注意等について」を参照すること。
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ネットワーク技術Ⅱ

山崎

浩二

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INF225J

１.授業の概要・到達目標
ネットワーク技術 II では，主にルータおよびルーティングについて触れる。ルータは，ネットワーク間の通信を中継する通
信機器であり，ルーティングはネットワーク上を流れる情報を相手先へ正しく届けるように制御することである。ここでは実
際のルータを用いた実習を通して，ルータおよびルーティングの基本事項，設定方法，トラブルへの対処方法などを修得する
ことを目的とする。
到達目標：
（１）ルータの機能および動作を説明することができる。
（２）ルータの設定を行うことができる。
（３）初歩的なネットワークトラブルを解決できる。

２.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

ネットワーク技術 I の復習
WAN とルータ
ルータの概要
ルータの設定（１）－インタフェースの設定
ルータの設定（２）－PC の接続，ホスト名解決の設定
スタティック・ルーティング
ダイナミック・ルーティング－RIP（１）
ダイナミック・ルーティング－RIP（２）
ネットワークのトラブルシューティング
ルーティングのまとめ
アクセス制御（１）－標準アクセス制御の設定
アクセス制御（２）－ワイルドカードマスク
アクセス制御（３）－拡張アクセス制御の設定
ネットワーク技術 II のまとめ

３.履修上の注意
ネットワーク技術 II は，ネットワーク技術 I の単位取得を前提としている。
毎回，授業中にネットワーク機器を用いた実習を行う。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Oh-o!Meiji 上の授業資料に事前に目を通しておくこと。
復習として，授業資料を読み直し，不明な点は授業で質問すること。

５.教科書
オンライン上の資料を使用する。

６.参考書
別途指示する。

７.成績評価の方法
平常点 40%（実習への取り組み）
レポート 60%（定期試験は行わない）

８.その他
履修希望者は授業開始前に事前申込みする。手続きの詳細は「履修手続きの注意等について」を参照すること。
「ネットワーク技術Ⅱ」の履修は，
「ネットワーク技術Ⅰ」の単位取得を条件とする。
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ネットワーク技術Ⅲ

山崎

浩二

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INF225J

１.授業の概要・到達目標
ネットワーク技術 II で行ったルータの基本設定実習を踏まえ，ここでは複数台のルータを用いた実習を通して，より実際的
な LAN の設計・構築・管理方法の習得を目的とする。具体的には，LAN スイッチングおよびそれを利用したバーチャル LAN の実
装法，LAN 設計の方法論，アクセス制御などについて実習を通して理解を深めることを図る。
到達目標：
（１）IP アドレスを無駄なく利用できる方法や技術を説明できる。
（２）スイッチの設定を行うことができる
（３）ルータとスイッチを組み合わせた小規模なネットワークを構築できる。

２.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

ネットワーク技術 II の復習
クラスレスルーティング
OSPF（１）－リンクステート型の特徴と OSPF の仕組み
OSPF（２）－通信量削減の工夫
EIGRP－ハイブリッド型ルーティング・プロトコル
ルータのまとめ
スイッチングの概念，スイッチの設定
スパニングツリー
VLAN
VLAN トランキング
VLAN 間ルーティング
スイッチのまとめ
DHCP，NAT
ネットワーク技術 III のまとめ

３.履修上の注意
毎回，授業中にネットワーク機器を用いた実習を行う。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Oh-o!Meiji 上の授業資料に事前に目を通しておくこと。
復習として，授業資料を読み直し，不明な点は授業で質問すること。

５.教科書
オンライン上の資料を使用する。

６.参考書
別途指示する。

７.成績評価の方法
平常点 40%（実習への取り組み）
レポート 60%（定期試験は行わない）

８.その他
履修希望者は授業開始前に事前申込みする。手続きの詳細は「履修手続きの注意等について」を参照すること。
「ネットワーク技術Ⅲ」の履修は，
「ネットワーク技術Ⅱ」の履修登録と単位取得が必要である。
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ネットワーク技術Ⅳ

山崎

浩二

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)INF325J

１.授業の概要・到達目標
本講義では WAN（Wide Area Network）の技術や理論，WAN 設計の手順などについて実習を通して理解を深める。またネット
ワーク管理のための一般的な方策や監視方法，トラブル対処法を修得する。そして最後にネットワーク技術の最新動向とネッ
トワーク技術 I～IV の総括を行う。
到達目標
（１）小～中規模ネットワークの構築ができる。
（２）ネットワークのトラブルを解決することができる。

２.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

ネットワークシミュレーターの基本操作
ネットワーク技術 II・III の復習
リンクアグリゲーション
WAN 接続
PPP 接続
フレームリレー（１）－仕組み
フレームリレー（２）－複数拠点間の通信
NAT（アドレス変換）
NAPT（アドレス，ポート変換）
DHCP
無線 LAN
IPv6
ネットワーク管理と管理ツール
まとめ

３.履修上の注意
ネットワーク技術 IV は，ネットワーク技術 III の単位取得を前提としている。
ほぼ毎回，授業中に「ネットワークシミュレーター」を用いた実習を行う。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Oh-o!Meiji 上の授業資料に事前に目を通しておくこと。
復習として，授業資料を読み直し，不明な点は授業で質問すること。

５.教科書
オンライン上の資料を使用する。

６.参考書
別途指示する。

７.成績評価の方法
平常点 40%（実習への取り組み）
課題 60%（実習課題，まとめ課題）
定期試験は行わない

８.その他
履修希望者は授業開始前に事前申込みする。手続きの詳細は「履修手続きの注意等について」を参照すること。
ネットワーク技術 IV の履修は，ネットワーク技術 I の単位取得を条件とする。
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プログラミング実習Ⅰ

山崎

浩二

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INF125J

１.授業の概要・到達目標
私たちがコンピュータを利用する場合，直接触れているのは物理的存在としてのコンピュータであるが，実際に操作してい
るのはコンピュータ上で動作しているソフトウェアである。したがって，コンピュータに対する理解を深めるためには，ソフ
トウェア（＝プログラム）がどのようなものであるのかを理解することが重要である。本実習の主目的はプログラミングを通
してコンピュータの性質に対する理解を深めることにある。なお，本授業ではプログラミング言語として Python 言語を用い
る。

２.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

プログラムの作成と実行の手順
変数
キーボードからのデータ入力
制御文－条件分岐（if 文）
制御文－条件分岐（if-else 文）
制御文－条件分岐（if-elif-else 文）
論理演算子
制御文－繰り返し（for 文）
制御文－繰り返し（while 文）
リスト
リストの操作
２次元リスト
辞書型
まとめ

３.履修上の注意
特になし。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Oh-o!Meiji 上の授業資料に事前に目を通しておくこと。復習として，授業資料を読み直し，不明な点は授業で質問すること。

５.教科書
使用なし。

６.参考書
別途指示する。

７.成績評価の方法
平常点 40% レポート 60% （定期試験は行わない）
文法の基礎的知識，プログラム作成力

８.その他
特になし。
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プログラミング実習Ⅰ

野口

喜洋

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INF125J

１.授業の概要・到達目標
いまやあらゆる研究活動やビジネス活動は，PC，携帯端末，クラウドを含む ICT 環境という新メディア上で展開されており，
ICT ベーシック I/II では，ハードウェア，OS，アプリの利用法を中心とした授業が行われています。
しかし，PC の処理内容を指示するプログラムを自分で書き，動かすスキルを身につければ，汎用情報処理装置としての ICT
環境の威力は 100％自分のものにできます。1 種類であってもプログラミング言語を習得し，自分の目的をプログラムとして表
現できる人は，アプリの使い方しか知らない人に比べ，知的生活を送る上ではるかに優位です。現在，発展が著しい人工知能
（AI）やモノのインターネット（IoT）も，仕事や生活のために使いこなす側に立てます。
ICT アプリ開発 I では，現在世界一学習者が多いと言われる python 言語を用い，プログラミングの初歩を学びます。ICT 環
境における数値・文字情報の表現から始め，プログラムの考え方，言語の基本文法などを，演習を通じて習得してもらいます。
この授業の到達目標は，python を用いて，
・与えられた要求仕様を満たすプログラムが書ける。
・わからないことを Web 上などで自ら調べ，解決できる。
ことです。これは，自分の目的に沿った要求仕様を書き，プログラムとして実現するという ICT アプリ開発Ⅰ／II の到達目標
の折り返し点にあたります。

２.授業内容
［第１回］ａのみ：イントロダクション，プログラミングとは
［第２回］ICT における数値情報の表現
［第３回］ICT における文字情報の表現
［第４回］初めてのプログラム，変数の使い方
［第５回］条件分岐と反復処理
［第６回］リストとタプル
［第７回］コマンドライン引数
［第８回］入出力リダイレクト，ファイルの読み書き
［第９回］課題レポート 1：ファイルマージツールの作成
［第 10 回］書式設定と正規表現
［第 11 回］関数とモジュール
［第 12 回］集合とディクショナリ
［第 13 回］課題レポート 2：電話帳 DB プログラムの作成 1（設計，コーディング）
［第 14 回］課題レポート 2：電話帳 DB プログラムの作成 2（デバッグ，システムテスト）

３.履修上の注意
比較的まとまった作業を必要とする「課題レポート」を 2 回提出してもらうほか，演習問題などの作業データを保存するため
に，USB メモリを用意してください（容量は問いません）
。
同一の内容である情報関係科目「ICT アプリ開発 I」との重複登録は認めません。また，金曜 3，4 限に他の授業が入っている
場合以外，情報コミュニケーション学部の学生はこちらの授業を履修してください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として，講義資料の該当部分を読んでください。また，各回の自習ができるように，授業フォルダリンク集を用意してい
ます。授業中に分からなかった部分は，ビデオ教材を利用して復習し，理解しておいてください。
課題レポート（提出物を伴う課題）について，基本的には，授業以外の時間での作業は要求していませんが，課題に関する決
定・選択・素材探しなどは要求することがあります。また，課題作成に手間取って作業時間が延びた場合は，各自授業外の時間
でキャッチアップしてください。

５.教科書
『入門 Python 3 第 2 版』 ビル・ルバノヴィック，長尾高弘訳 （オライリー・ジャパン）
ISBN978-4-87311-932-8
授業中も頻繁に参照するので必ず持参してください。初心者に難しい部分もありますが、リファレンス本として将来も活用で
きる良書です。

６.参考書
ビデオ教材以外の講義資料は、授業科目一覧からリンクされている各「step」のページで閲覧できます。実習に用いるパソコ
ンの画面を最大限活用するために、講義資料は印刷しておくことを推奨します。

７.成績評価の方法
平常点（授業への参加度および貢献度） 50%，課題レポート 50%。
出席の登録は，Oh-o! Meiji の「クラスウェブ／出欠管理」機能を用いて行いますので，30 分以上の遅延は「遅刻」扱いとな
ります。
課題レポートの提出は Oh-o! Meiji の「クラスウェブ／レポート」セクションを利用して行います。
定期試験はありません。

８.その他
前回欠席者のための説明やフォローは，時間の関係上，十分にはできないので，欠席した場合は講義資料を読む，ビデオ教材
を視聴する，サンプルプログラムを実行してみるなど，次回までにキャッチアップして臨んでください。各回の自習ができる
ように，授業フォルダリンク集を用意しています。
授業時間外の連絡や質問は，講師宛 e メールに送ってください。
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プログラミング実習Ⅱ

山崎

浩二

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INF125J

１.授業の概要・到達目標
私たちがコンピュータを利用する場合，直接触れているのは物理的存在としてのコンピュータであるが，実際に操作してい
るのはコンピュータ上で動作しているソフトウェアである。したがって，コンピュータに対する理解を深めるためには，ソフ
トウェア（＝プログラム）がどのようなものであるのかを理解することが重要である。本実習では，Python 言語のより高度な
機能について実習を行うことで，コンピュータに対する理解をさらに深めることを目的とする。

２.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

プログラミング実習 I の復習
関数－概要
関数－引数
関数－戻り値
関数－その他
内包表記
クラス－概要
クラス－メソッド
クラス－継承
GUI－ボタン
GUI－選択ボタン
GUI－図形描画
GUI－キーイベント
まとめ

３.履修上の注意
特になし。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Oh-o!Meiji 上の授業資料に事前に目を通しておくこと。復習として，授業資料を読み直し，不明な点は授業で質問すること。

５.教科書
使用なし。

６.参考書
別途指示する。

７.成績評価の方法
平常点 40% レポート 60% （定期試験は行わない）
文法の基礎的知識，プログラム作成力

８.その他
プログラミング実習Ⅱの履修にはプログラミング実習 I の単位修得が必要である。
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プログラミング実習Ⅱ

野口

喜洋

1 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INF125J

１.授業の概要・到達目標
いまやあらゆる研究活動やビジネス活動は，PC，携帯端末，クラウドを含む ICT 環境という新メディア上で展開されており，
ICT ベーシック I/II では，ハードウェア，OS，アプリの利用法を中心とした授業が行われています。
しかし，PC の処理内容を指示するプログラムを自分で書き，動かすスキルを身につければ，汎用情報処理装置としての ICT
環境の威力は 100％自分のものにできます。1 種類であってもプログラミング言語を習得し，自分の目的をプログラムとして表
現できる人は，アプリの使い方しか知らない人に比べ，知的生活を送る上ではるかに優位です。現在，発展が著しい人工知能
（AI）やモノのインターネット（IoT）も，仕事や生活のために使いこなす側に立てます。
ICT アプリ開発 II では，ICT アプリ開発 I で python 言語の基礎を学んだ学生を対象に，各種ライブラリを駆使して，実用的
なツールや，本格的なゲームの作成法を学びます。さらに最先端の深層学習（ディープラーニング）にも触れることで，プログ
ラミングがもたらす無限大の可能性を感じ取ってもらいます。
この授業の到達目標は，python を用いて，
・自分の目的を要求仕様として書ける。
・Web 上などで自ら必要なモジュール（ライブラリ）を調べ，インストールして利用できる。
・自分が ICT 環境にさせたいことをプログラムとして正確に表現できる。
ことです。ここまでくれば，もう誰に習わずとも，プログラミングのスキルを将来にわたって知的生活の道具として役立てら
れるでしょう。

２.授業内容
［第１回］ａのみ：イントロダクション，GUI プログラミングとは
［第２回］2D グラフィクスの基礎
［第３回］クラスとオブジェクト（クラス，オブジェクト変数，メソッド）
［第４回］クラスとオブジェクト（図形クラスライブラリ）
［第５回］tkinter ライブラリの使い方
［第６回］課題レポート 1：電卓プログラムの作成（ダミー電卓，整数電卓）
［第７回］課題レポート 1：電卓プログラムの作成（小数電卓，機能追加）
［第８回］pygame ライブラリの使い方，洞窟探検ゲーム
［第９回］ブロック崩しゲーム，ノベルゲーム
［第 10 回］課題レポート 2：python アプリコンテスト（チーム分けと企画立案）
［第 11 回］課題レポート 2：python アプリコンテスト（開発着手）
［第 12 回］課題レポート 2：python アプリコンテスト（コーディング，コンテンツ制作）
［第 13 回］課題レポート 2：python アプリコンテスト（テスト，デバッグ，改良）
［第 14 回］課題レポート 2：python アプリコンテスト（発表会，講評）

３.履修上の注意
比較的まとまった作業を必要とする「課題レポート」を 2 回提出してもらうほか，演習問題などの作業データを保存するため
に，USB メモリを用意してください（容量は問いません）
。
同一の内容である情報関係科目「ICT アプリ開発 II」との重複登録は認めません。また，金曜 3，4 限に他の授業が入っている
場合以外，情報コミュニケーション学部の学生はこちらの授業を履修してください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習として，講義資料の該当部分を読んでください。また，各回の自習ができるように，授業フォルダリンク集を用意してい
ます。授業中に分からなかった部分は，ビデオ教材を利用して復習し，理解しておいてください。
課題レポート（提出物を伴う課題）について，基本的には，授業以外の時間での作業は要求していませんが，課題に関する決
定・選択・素材探しなどは要求することがあります。また，課題作成に手間取って作業時間が延びた場合は，各自授業外の時間
でキャッチアップしてください。

５.教科書
『入門 Python 3 第 2 版』 ビル・ルバノヴィック，長尾高弘訳 （オライリー・ジャパン）
ISBN978-4-87311-932-8
授業中も頻繁に参照するので必ず持参してください。初心者に難しい部分もありますが、リファレンス本として将来も活用で
きる良書です。

６.参考書
ビデオ教材以外の講義資料は、授業科目一覧からリンクされている各「step」のページで閲覧できます。実習に用いるパソコ
ンの画面を最大限活用するために、講義資料は印刷しておくことを推奨します。

７.成績評価の方法
平常点（授業への参加度および貢献度） 50%，課題レポート 50%。
出席の登録は，Oh-o! Meiji の「クラスウェブ／出欠管理」機能を用いて行いますので，30 分以上の遅延は「遅刻」扱いとな
ります。
課題レポートの提出は Oh-o! Meiji の「クラスウェブ／レポート」セクションを利用して行います。
定期試験はありません。

８.その他
前回欠席者のための説明やフォローは，時間の関係上，十分にはできないので，欠席した場合は講義資料を読む，ビデオ教材
を視聴する，サンプルプログラムを実行してみるなど，次回までにキャッチアップして臨んでください。各回の自習ができる
ように，授業フォルダリンク集を用意しています。
授業時間外の連絡や質問は，講師宛 e メールに送ってください。
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アルゴリズム実習Ⅰ

山崎

浩二

1 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)INF321J

１.授業の概要・到達目標
アルゴリズムとは問題の解法であり，アルゴリズムの違いによって処理効率は大きく異なる。そのため，コンピュータで問
題解決を図る際，適切なアルゴリズムの選択・創出が極めて重要である。この適切な判断をするためには，問題を正しく理解・
分析し，適切にモデル化する能力が求められる。本授業の主目的はアルゴリズムの理解を通して論理的分析能力や論理的モデ
ルの構築能力の育成を図ることである。プログラミング言語としては Python を用いる。

２.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

アルゴリズムとは
PAD 図
じゃんけんプログラム
フラグ
ソート（１）－バブルソート
ソート（２）－挿入ソート
ソート（３）－シェルソート
ソート（４）－バケットソート
データ探索（１）－逐次探索法
データ探索（２）－２分探索法
データ探索（３）－ハッシュ法
文字列探索（１）－KMP 法
文字列探索（２）－BM 法
まとめ

３.履修上の注意
「プログラミング実習ⅠおよびⅡ」の単位を修得済みであること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Oh-o!Meiji 上の授業資料に事前に目を通しておくこと。復習として，授業資料を読み直し，不明な点は授業で質問すること。

５.教科書
とくに定めない。

６.参考書
とくに定めない。

７.成績評価の方法
平常点 40% レポート 60% （定期試験は行わない）
アルゴリズムの基礎知識，プログラム作成力

８.その他
特になし。
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アルゴリズム実習Ⅱ

山崎

浩二

1 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)INF321J

１.授業の概要・到達目標
プログラムの処理効率を向上させるには，処理の手順を工夫することに加え，処理するデータを問題に適した形で表現する
ことが重要である。このデータの表現形式のことをデータ構造と呼ぶ。適切なデータ構造を選択するためには，問題を正しく
分析，理解することが必要である。本授業の主目的は，データ構造の理解を通して論理的分析能力の育成を図ることである。
プログラミング言語としては Python を用いる。

２.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

スタック（１）－基礎
スタック（２）－迷路探索
スタック（３）－逆ポーランド記法
キュー
再帰（１）－基礎
再帰（２）－ゲーム
再帰（３）－クイックソート
線形リスト（１）－基礎
線形リスト（２）－リストの要素の追加・削除
線形リスト（３）－ハッシュ法
２分木（１）－基礎
ダイクストラ法
五目ならべ
まとめ

３.履修上の注意
アルゴリズム実習Ⅰを修得済みであること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
Oh-o!Meiji 上の授業資料に事前に目を通しておくこと。復習として，授業資料を読み直し，不明な点は授業で質問すること。

５.教科書
とくに定めない。

６.参考書
とくに定めない。

７.成績評価の方法
平常点 40% レポート 60% （定期試験は行わない）
アルゴリズムの基礎知識，プログラム作成力

８.その他
特になし。
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日本語表現科目

498

日本語表現Ⅰ

吉野

泰平

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN131J

１.授業の概要・到達目標
本授業は、大学生活で必要となる論述文の作成法を身につけ、実践することを目標とする。現在、あらゆる学問分野はその
専門性を保ちつつも、他の分野と連携・協働することで、分野の枠組みを超えた、かつてない新しい知を生み出している。参加
者それぞれが、多様な背景をもつ他の参加者や講師との対話をとおして、自らが関心をもつテーマについて考えを深め、幅広
い読者にむけて自らの意見を言語で表現することは、時代の受容に応えるばかりでなく、私たちの知的営みを豊かにする機会
となるだろう。本授業が、参加者の今後の大学生活だけではなく、卒業後の社会人生活を彩りあるものにしていく最初のステ
ップとなることを企図している。

２.授業内容
本授業では，「書くこと」，特に論述文と呼ばれる論理的な文章形式に焦点を絞り，目的や状況に応じた文章の構成や思考の
組み立て方を学習し、日本語での作文技術を習得する。
大学生活において論述文を書く機会としてすぐに思いつくのは，レポートや卒業論文の執筆であろう。しかし，論述文を書
くのは大学時代だけではない。社会に出てからも，私たちは論述文を書き続けることになる。なぜなら，論述文とは，私たちが
日々出会う自分とは異なる考えや経験，背景を持つ人々に対して，自分の考えを正確に，わかりやすく伝えるための基礎とな
る文章の形だからである。
そこで，本授業では，授業で課されるレポートを例に，どのように自分の思考を組み立てて文章にすればよいのかを実践的に
学習する。そのことを通して，最終的に論理的な日本語の文章の書き方を身につけることが，本授業の目的である。
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：

イントロダクション「論述文とは何か？」
論述文の構成要素を学習する
論証方法を学習する
事実と意見の区別を学習する
文献調査を行う
アウトラインを作成する
アウトラインを再検討する
レポートの構想を発表する
パラグラフ・ライティングを行う
引用の仕方を学習する
わかりやすい文章の書き方を学習する
論述文作成の流れを振り返る
レポートを推敲する
レポートの相互批評を行う

なお，授業の詳しい内容は状況に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
「1.授業の概要・到達目標」にも示したように，ⅠとⅡの内容ははっきりとは分割せず，また時には学習上の効果を考慮して
順序を入れ替えて進める場合もある。したがって，Ⅰ・Ⅱの両方を通年で履修することが望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・授業で宿題が課されることがある。宿題や発表が課された場合には，次週の授業の前にかならず準備を行うこと。
・授業時間内にグループで課題に取り組むことがある。

５.教科書
特に定めない。授業内でプリントを配布する。

６.参考書
適宜指示する。

７.成績評価の方法
毎回の授業への取り組みと課題提出，および期末レポートの内容を以て評価する。
・授業への取り組み・課題 60％
・学期末レポート 40％
なお，学期末レポート未提出の者は不合格とする。また，課題，レポートともに指定した方法以外で提出することは認めない。

８.その他
特になし。
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日本語表現Ⅰ

内藤

まりこ

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN131J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
現在，あらゆる学問分野はその専門性を保ちつつも，他の分野と連携・協働することで，分野の枠組みを超えた，かつてない新
しい知を生み出している。参加者それぞれが，多様な背景をもつ他の参加者や講師との対話をとおして，自らが関心をもつテ
ーマについて考えを深め，幅広い読者にむけて自らの意見を言語で表現することは，時代の受容に応えるばかりでなく，私た
ちの知的営みを豊かにする機会となるだろう。本授業が，参加者の今後の大学生活だけではなく，卒業後の社会人生活を彩り
あるものにしていく最初のステップとなることを企図している。
【到達目標】
本授業では，
「書くこと」に焦点を絞り，目的や状況に応じた日本語での作文技術を学習する。今学期は日本語表現の中でも「論
述文」と呼ばれる論理的な文章の形に焦点を絞り，文章の構成や思考の組み立て方を学習する。とりわけ，大学生活で必要と
なる論述文の作成法を身につけ，実践することを目標とする。

２.授業内容
本授業では，
「書くこと」に焦点を絞り，目的や状況に応じた日本語での作文技術を学習する。今学期は日本語表現の中でも
「論述文」と呼ばれる論理的な文章の形に焦点を絞り，文章の構成や思考の組み立て方を学習する。
大学生活において論述文を書く機会としてすぐに思いつくのは，レポートや卒業論文の執筆であろう。しかし，論述文を書
くのは大学時代だけではない。社会に出てからも，私たちは論述文を書き続けることになる。なぜなら，私たちは日々自分と
は異なる考えや経験，背景を持つさまざまな人々に出会っており，論述文とは，そうした人々に自分の考えを正確に，わかり
やすく伝えるための文章の形だからである。そこで，本授業では授業で課されるレポートを実践例とし，どのように自分の思
考を組み立て，文章にすればよいのかを学習する。
第１回 イントロダクション「論述文とは何か？」
第２回 論述文の構成要素を学習する
第３回 調査する
第４回 論点・意見・論拠を組み立てる
第５回 アウトラインを作成する
第６回 アウトラインを再検討する
第７回 パラグラフ・ライティングを学習する
第８回 論証の技術を体得する
第９回 引用の仕方を学習する
第 10 回 わかりやすい文章の書き方を学習する
第 11 回 問題を解決する
第 12 回 レポート全体を読み返す
第 13 回 他者のレポートの批評をする
第 14 回 1 学期の学習内容を振り返る

３.履修上の注意
・授業時間内にグループで課題に取り組むことがある。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・授業で宿題が課されることがある。宿題や発表が課された場合には，次週の授業の前にかならず準備を行うこと。
・欠席した場合には，Oh-o! Meiji から授業プリントをダウンロードし，次回授業に備えること。

５.教科書
授業内でプリントを配布する。

６.参考書
適宜，指示する。

７.成績評価の方法
授業内で提出を求める課題及び期末レポートの内容を以て評価する。
・課題 50％前後
・期末レポート 50％前後
なお，学期末レポート未提出の者は不合格とする。また，指定した方法以外で提出することは認めない。

８.その他
特になし
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日本語表現Ⅰ

追田

好章

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN131J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
現在，あらゆる学問分野はその専門性を保ちつつも，他の分野と連携・協働することで，分野の枠組みを超えた，かつてない新
しい知を生み出している。参加者それぞれが，多様な背景をもつ他の参加者や講師との対話をとおして，自らが関心をもつテ
ーマについて考えを深め，幅広い読者にむけて自らの意見を言語で表現することは，時代の受容に応えるばかりでなく，私た
ちの知的営みを豊かにする機会となるだろう。本授業が，参加者の今後の大学生活だけではなく，卒業後の社会人生活を彩り
あるものにしていく最初のステップとなることを企図している。
【到達目標】
本授業では，
「書くこと」に焦点を絞り，目的や状況に応じた日本語での作文技術を学習する。今学期は日本語表現の中でも「論
述文」と呼ばれる論理的な文章の形に焦点を絞り，文章の構成や思考の組み立て方を学習する。とりわけ，大学生活で必要と
なる論述文の作成法を身につけ，実践することを目標とする。

２.授業内容
「日本語表現 I」の授業では，論述文作成方法（論文の核となる問いの立て方やその問いに対するアプローチの方法など）を
学習する。授業後は，参加者それぞれの論述文のテーマに即して，授業で学んだ成果をもとに課題に取り組むことになる。授
業内外の学習や活動をとおして，論述文を段階的に書き上げていく。
第１回: イントロダクション―—論述文とはなにか
第２回: 問いの立て方を学習する
第３回: 文献調査法を学ぶ
第４回: 論述文を要約する／批判的検討を行う
第５回: 論証の方法を学習する
第６回: 問い・答え・論証のプロセスを整理して書く
第７回: 学期末論述文のアウトラインを作成する
第８回: 学期末論述文の構想発表を行う
第９回: パラグラフ・ライティングを行う
第 10 回: 引用方法を学ぶ
第 11 回: 論述文の相互批評 （ピアレビュー） を行う／コメントの方法を学ぶ
第 12 回: 論述文全体を読み直し，推敲する
第 13 回: 学期末論述文にかんする相談会
第 14 回: まとめ
なお，授業内容は状況に応じて変更することがある。また，
「日本語表現Ⅰ」では論述文作成法を学び，
「日本語表現Ⅱ」では
読解法を学ぶことになっているが，書くことと読むこととは必ずしも分離しない。そのため，それぞれの授業内容を組み合わ
せたり，入れ替える場合がある。
「日本語表現 II」のシラバスをあわせて参照されたい。

３.履修上の注意
「授業内容」の項目で示したとおり，
「日本語表現 I」と「日本語表現 II」は相互に深く関連しているため，両方を通年で履修
することが望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の課題は翌週の月曜日 18 時までにクラスウェブ「レポート」に提出すること。指示があった場合には，印刷して次回の授
業時に持参すること。また個人ワークだけではなく，ペアワークやグループワークの課題もある。

５.教科書
授業内でハンドアウトを配布する。

６.参考書
適宜指示する。

７.成績評価の方法
毎回の授業への取り組みおよび課題と学期末論述文とを以て評価する。
授業への取り組みおよび課題: 50％
学期末論述文: 50％
なお，学期末論述文が未提出の場合は不合格とする。また，課題，論述文ともに指定した方法以外で提出することは認めな
い。

８.その他
特になし。
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日本語表現Ⅰ

仲瀬

志保美

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN131J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
現在，あらゆる学問分野はその専門性を保ちつつも，他の分野と連携・協働することで，分野の枠組みを超えた，かつてない新
しい知を生み出している。参加者それぞれが，多様な背景をもつ他の参加者や講師との対話をとおして，自らが関心をもつテ
ーマについて考えを深め，幅広い読者にむけて自らの意見を言語で表現することは，時代の受容に応えるばかりでなく，私た
ちの知的営みを豊かにする機会となるだろう。本授業が，参加者の今後の大学生活だけではなく，卒業後の社会人生活を彩り
あるものにしていく最初のステップとなることを企図している。
【到達目標】
本授業では，
「書くこと」に焦点を絞り，目的や状況に応じた日本語での作文技術を学習する。今学期は日本語表現の中でも「論
述文」と呼ばれる論理的な文章の形に焦点を絞り，文章の構成や思考の組み立て方を学習する。とりわけ，大学生活で必要と
なる論述文の作成法を身につけ，実践することを目標とする。

２.授業内容
日本語表現Ⅰは大学生活や社会生活において必要とされる論述文の基礎を身につけることを目的とする。授業において資料
の探し方・引用の仕方などの技術的なこと，また論理的な文章にするための思考の方法などを学び，レポートを作成する。自
分と異なる考えを持つ人にかわりやすく正解に伝えるにはどうすればいいのか。学期を通し，他者を意識し多角的な視点から
自分自身の思考を深めることを目指してほしい。
なお，授業内容は，場合によって変更することがある。
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

イントロダクション・レポートとは何か
ブレインストーミング
論点を決める
図書館利用・資料の選び方
構成を考える・仮目次作成
パラグラフライティング・説明文を書く
書誌情報の書き方・下書きを書く
中間報告
引用のルールを学ぶ（１）
引用のルールを学ぶ（２）
・論証
反論・下書きを書く
文体・レポート下書きピア
悪文・文体
レポート相互評価

３.履修上の注意
「授業の概要・到達目標」にも示したように，ⅠとⅡの内容ははっきりとは分割せず，また時には学習上の効果を考慮して順
序を入れ替えて進める場合もある。従って，Ⅰ・Ⅱの両方を通年で履修する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・配布プリント及び，返却課題を見直し，次回の課題の生かせるようにすること。
・レポート作成に向けて，テーマに沿った論文を読むこと。

５.教科書
プリントを配布する。

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
課題 55％ レポート 30％ 平常点（授業への取り組み）15％
＊最終レポート未提出の場合は不合格とする。
＊課題の提出が遅れた場合は減点となるので注意すること。

８.その他
・毎回の授業の内容を積み重ねていくことで，最終レポートにつながる。講義を一方的に聞くのではなく，積極的に取り組む
ことが求められる。
・授業内での課題及び，レポートの向けての課題は締め切りを守ること。
・グループに分かれて課題に取り組む場合や，ペアになってお互いの文章を検討する場合がある。
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日本語表現Ⅰ

川島

みどり

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN131J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
現在，あらゆる学問分野はその専門性を保ちつつも，他の分野と連携・協働することで，分野の枠組みを超えた，かつてない新
しい知を生み出している。参加者それぞれが，多様な背景をもつ他の参加者や講師との対話をとおして，自らが関心をもつテ
ーマについて考えを深め，幅広い読者にむけて自らの意見を言語で表現することは，時代の受容に応えるばかりでなく，私た
ちの知的営みを豊かにする機会となるだろう。本授業が，参加者の今後の大学生活だけではなく，卒業後の社会人生活を彩り
あるものにしていく最初のステップとなることを企図している。
【到達目標】
本授業では，
「書くこと」に焦点を絞り，目的や状況に応じた日本語での作文技術を学習する。今学期は日本語表現の中でも「論
述文」と呼ばれる論理的な文章の形に焦点を絞り，文章の構成や思考の組み立て方を学習する。とりわけ，大学生活で必要と
なる論述文の作成法を身につけ，実践することを目標とする。

２.授業内容
日本語表現Ⅰは，大学生活や社会生活において必要不可欠な論述文の基礎を身につけることを目的としている。論述文を書
くためには，自分の意見を他者に説得力をもって伝える力が必要となる。そのため，半期を通して，明快な文章の書き方，資料
検索や引用方法など技術的な面はもちろん，どのように論を立てるかといった思考法も含め，論文・レポートの基礎を学び，
4000 字程度のレポート作成を行う。
履修者は，ペアワーク・グループワークでの議論を通して，他者の意見に耳を傾けつつ，自分の意見を練り上げていくとい
う貴重な体験をすることになるだろう。一つの意見をまとめるためには，多くの文章を読み，考え，書く作業を繰り返す。その
中で，私たちを取り巻く社会の多様性をより深く認知し，
「私の問題」として物事を「深く考える」ことを習慣づけてほしい。
この授業に参加することで，問題と真摯に向き合い，自分の意見を明確に述べられるようになることが目指される。また，日
本社会や国際社会と向き合う日本語使用者として「ことば」への関心を高め，自身の内面・思考をより豊かなものにするとと
もに，他者との円滑なコミュニケーションスキルを養おう。
第１回 a のみ イントロダクション
第２回 論述文とは何か（文章表現の基礎を学ぶ）
第３回 図書館活用法
第４回 論述文を読む・要約文
第５回 問題発見シート作成・テーマ発表
第６回 パラグラフアウトライン作成・仮目次作成
第７回 資料検索・収集・引用のレッスン
第８回 序章作成
第９回 レポート中間報告・意見交換
第 10 回 引用と論理展開
第 11 回 反論の構造
第 12 回 論述文における正確さ・悪文訂正
第 13 回 レポート下書き作成・推敲
第 14 回 レポート完成 相互評価

３.履修上の注意
「授業の概要・到達目標」にも示したように，ⅠとⅡの内容ははっきりとは分割せず，また時には学習上の効果を考慮して順
序を入れ替えて進める場合もある。従って，Ⅰ・Ⅱの両方を通年で履修する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回，資料収集や文献レポートなど，次回授業までの課題を提示する。レポート完成のために必要なステップなので，積極的
に取り組んでもらいたい。

５.教科書
特に定めない。各回，参考資料プリントを配付する。

６.参考書
『この 1 冊できちんと書ける！ 論文・レポートの基本』
『大人のための国語ゼミ』 野矢茂樹（山川出版社）

石黒圭（日本実業出版社）

７.成績評価の方法
各授業提出課題，期末レポート，出席状況，授業への取り組み（リアクションシートや授業内の発言）などを総合的に評価す
る。
各課題提出 40％，出席・授業への取り組み 30％，期末レポート 30％
科目の性質上，講義を一方的に聞くだけでは成り立たない。授業における到達目標を達成するためには，授業にきちんと出席
し，課題提出やグループワークなど，積極的な取り組みが要求される。継続的かつ意欲的に参加してもらいたい。

８.その他
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日本語表現Ⅰ

馬場

小百合

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN131J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
現在，あらゆる学問分野はその専門性を保ちつつも，他の分野と連携・協働することで，分野の枠組みを超えた，かつてない新
しい知を生み出している。参加者それぞれが，多様な背景をもつ他の参加者や講師との対話をとおして，自らが関心をもつテ
ーマについて考えを深め，幅広い読者にむけて自らの意見を言語で表現することは，時代の受容に応えるばかりでなく，私た
ちの知的営みを豊かにする機会となるだろう。本授業が，参加者の今後の大学生活だけではなく，卒業後の社会人生活を彩り
あるものにしていく最初のステップとなることを企図している。
【到達目標】
本授業では，
「書くこと」に焦点を絞り，目的や状況に応じた日本語での作文技術を学習する。今学期は日本語表現の中でも「論
述文」と呼ばれる論理的な文章の形に焦点を絞り，文章の構成や思考の組み立て方を学習する。とりわけ，大学生活で必要と
なる論述文の作成法を身につけ，実践することを目標とする。

２.授業内容
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。
日常会話で日本語を使っていれば，日本語の書き方・読み方をあらためて勉強する必要は無いと思うかもしれません。しか
し，相手の主張を正しく理解し，また自分の主張を正確に相手に伝えるためには訓練が必要です。大学で作成するレポートや
論文においてその技術が求められるのは当然ですが，相手を意識し自分の考えをまとめあげる作業は，日常生活でのコミュニ
ケーションにおいても意義のあることと考えます。14 回の授業を通じてレポート・論文の書き方の基礎を学ぶとともに，論理
的で読みやすい文章表現の習得を目指します。
第１回：イントロダクション
第２回：正確に伝える（１）事実と意見
第３回：正確に伝える（２）要約
第４回：情報の整理（１）
：図書館ツアー
第５回：情報の整理（２）
：テーマを決定する
第６回：情報の整理（３）
：資料を収集する
第７回：レポートの組み立て（１）
：表記規則
第８回：レポートの組み立て（２）
：アウトライン
第９回：レポートの組み立て（３）
：パラグラフライティング
第 10 回：レポートの組み立て（４）
：引用と参考文献
第 11 回：レポートの組み立て（５）
：表現・形式の点検
第 12 回：レポートの相互批評（１）
第 13 回：レポートの相互批評（２）
，テスト
第 14 回：まとめ

３.履修上の注意
「授業の概要・到達目標」にも示したように，ⅠとⅡの内容ははっきりとは分割せず，また時には学習上の効果を考慮して順
序を入れ替えて進める場合もある。従って，Ⅰ・Ⅱの両方を通年で履修する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
14 回の授業で，一つのテーマについてのレポートを段階を追って作成していきますので，ほぼ毎回レポート作成のための課題
が出ます。

５.教科書
授業内でプリントを配布します。

６.参考書
必要があればその都度紹介します。

７.成績評価の方法
授業への参加度，授業ごとの課題，期末レポートで総合的に評価します。
平常点 30％，課題とテスト 30％，期末レポート 40％

８.その他
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日本語表現Ⅰ

平井

裕香

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN131J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
現在，あらゆる学問分野はその専門性を保ちつつも，他の分野と連携・協働することで，分野の枠組みを超えた，かつてない新
しい知を生み出している。参加者それぞれが，多様な背景をもつ他の参加者や講師との対話をとおして，自らが関心をもつテ
ーマについて考えを深め，幅広い読者にむけて自らの意見を言語で表現することは，時代の需要に応えるばかりでなく，私た
ちの知的営みを豊かにする機会となるだろう。本授業が，参加者の今後の大学生活だけではなく，卒業後の社会人生活を彩り
あるものにしていく最初のステップとなることを企図している。
【到達目標】
本授業では，
「書くこと」に焦点を絞り，目的や状況に応じた日本語での作文技術を学習する。今学期は日本語表現の中でも「論
述文」と呼ばれる論理的な文章の形に焦点を絞り，文章の構成や思考の組み立て方を学習する。とりわけ，大学生活で必要と
なる論述文の作成法を身につけ，実践することを目標とする。

２.授業内容
第１回： イントロダクション：論述文とは何か
第２回： 論述文の構成要素を理解する
第３回： 論証の技術を身につける
第４回： 論点・仮説を組み立てる
第５回： 文献を用いて調査する（図書館実習）
第６回： アウトラインを作成する その１
第７回： アウトラインを作成する その２
第８回： レポートの構想を発表する その１
第９回： レポートの構想を発表する その２
第 10 回： パラグラフ・ライティングを行う
第 11 回： 引用の仕方を学習する
第 12 回： わかりやすい文章を書く
第 13 回： 論述文作成の流れを振り返る
第 14 回：
（a のみ）レポートを相互批評する
なお，各回の授業の詳細は，履修者の人数や学習状況などに応じて変更することがある。

３.履修上の注意
I と II の内容ははっきりとは分割せず，また時には学習上の効果を考慮して順序を入れ替えて進める場合もある。したがって，
I と II の両方を通年で履修する。
国籍や人種、ジェンダー等の属性によって学生を分け隔てることはしないという方針に同意したうえで履修する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・毎週何らかの課題を出す。課題は成績評価の対象とするので，なるべく欠かさず取り組むこと。
・授業内でレポートの構想を発表してもらう。自分が発表予定の回には，準備したうえで参加すること。
・授業内でグループに分かれて議論や演習をすることがある。

５.教科書
特に定めない。授業内でプリントを配布する。

６.参考書
授業内で適宜指示する。

７.成績評価の方法
授業への取り組み，各回の課題，および期末レポートを，概ね以下の割合で評価する。
・授業への取り組み 20％
・各回の課題
40％
・期末レポート
40％
なお，期末レポート未提出の者は不合格とする。また，課題，レポートともに指定した方法以外で提出することは認めない。

８.その他
特になし。
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日本語表現Ⅱ

吉野

泰平

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN131J

１.授業の概要・到達目標
本授業は、日本語の文章を精緻に読みとる方法を身につけることを目標とする。現在の学問状況は、一つの学問分野が自立
して知を生みだすというよりはむしろ、さまざまな分野の研究者が協働して知を練り上げていく。そのため、社会科学分野に
属する研究者が文学作品・研究を読み、文学研究者が歴史学や情報学の知見を得ている。自らの研究にかかわる文章にくわえ
て異分野の成果に触れることは、共同研究を可能にするのみならず、思いもよらぬかたちで自らの主張の構築に有益な方法論
や知見をもたらすこともある。本授業では、社会学、情報学、文学、哲学などの文章表現を読むことで、筆者の問いとそれへの
意味づけや書きぶり、同時代における位相を解釈する。そして、それぞれの文章表現にたいして自らの考えを口頭で発表した
り、論述する練習を重ねる。参加者それぞれが、多様な意見を交錯させながら、文章に対する解釈を深化・多様化していくこと
が期待される。

２.授業内容
本授業では日本語を「読むこと」
，特に論述文，および小説の文章に焦点を絞り，それぞれの形式的な特徴をふまえたうえで，
それらを適切に読解し，批評する方法を学ぶ。
私たちが日常的に接する日本語の文章には，メールや手紙，広告，新聞やウェブサイトのニュース記事，学術論文や文学作
品に至るまで，様々な形式がある。それらの文章はそれぞれ書かれた目的が異なり，また，それに応じて読み方も異なってい
る。そのため，それぞれの文章形式の特徴を把握しておくことは，読解に必須の条件ともいえる。ただし，それらの文章は，形
式に応じた共通の読み方がある一方で，読む人によって受け取り方が異なるものでもある。それらの違いをもとに互いの考え
を深めていくためには，自分とは異なる他者の解釈を正確に理解したうえで，自らがどのように解釈したのかをわかりやすく
相手に伝えることが必要となるだろう。
そこで，本授業では，論述文の読解の方法を学習したうえで，学んだ概念を用いながら論述文を執筆する。そのことを通し
て，文章を読解し，社会の事象や文学をめぐる自らの解釈を表現する方法を身につけることが，本授業の目的である。
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：

イントロダクション
社会科学・人文科学の論述文を読む①
社会科学・人文科学の論述文を読む②
社会科学・人文科学の論述文を読む③
社会科学・人文科学の論述文を読む④
期末レポートの構想と調査
アウトラインを作成する
文章の構造を読み解く
レポートの構想を発表する
論証方法を学習する
反論方法を学習する
レポート全体を読み返し推敲する
レポートの相互批評を行う
1 学期の学習内容を振り返る

なお，授業の詳しい内容は状況に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
「1.授業の概要・到達目標」にも示したように，ⅠとⅡの内容ははっきりとは分割せず，また時には学習上の効果を考慮して
順序を入れ替えて進める場合もある。したがって，Ⅰ・Ⅱの両方を通年で履修することが望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・授業で宿題が課されることがある。宿題や発表が課された場合には，次週の授業の前にかならず準備を行うこと。
・授業時間内にグループで課題に取り組むことがある。

５.教科書
特に定めない。授業内でプリントを配布する。

６.参考書
適宜指示する。

７.成績評価の方法
毎回の授業への取り組みと課題提出，および期末レポートの内容を以て評価する。
・授業への取り組み・課題 60％
・学期末レポート 40％
なお，学期末レポート未提出の者は不合格とする。また，課題，レポートともに指定した方法以外で提出することは認めない。

８.その他
特になし。
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日本語表現Ⅱ

追田

好章

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN131J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
現在の学問状況は，一つの学問分野が自立して知を生みだすというよりはむしろ，さまざまな分野の研究者が協働して知を練
り上げていく。そのため，社会科学分野に属する研究者が文学作品・研究を読み，文学研究者が歴史学や情報学の知見を得て
いる。自らの研究にかかわる文章にくわえて異分野の成果に触れることは，共同研究を可能にするのみならず，思いもよらぬ
かたちで自らの主張の構築に有益な方法論や知見をもたらすこともある。本授業では，社会学，情報学，文学，哲学などの文章
表現を読むことで，筆者の問いとそれへの意味づけや書きぶり，同時代における位相を解釈する。そして，それぞれの文章表
現にたいして自らの考えを発表したり，論述したりする練習を重ねる。参加者それぞれが，多様な意見を交錯させながら，文
章に対する解釈を深化・多様化していくことが期待される。
【到達目標】
「読むこと」に焦点を絞る本授業では，さまざまな形式による表現の読解を通じて，文化，社会，歴史をとりまく多様なテーマ
について考察する。とりわけ，本授業は，表現を興味深く批判的に読みとる，すなわち批評するための理論を身につけ，駆使で
きるようになることを目標とする。さらに，自らの思考を複数の表現形式にまとめる実践を行うことで，読解という営為に異
なる角度から光を当てる。日本語表現 I では，論述文・アウトライン・コメント・情報ストックの作成方法を学んだが，本授
業ではそれらを復習・実践することに加えて，新たな表現形式である研究計画書の作成方法を学ぶ。

２.授業内容
日本語表現 II では，表現を読みとり解釈するための理論をもとにして，参加者が研究テーマと問いを自由に設定し，批評し，
論述していく。したがって授業では，理論を支えにして多様な表現にアプローチする練習を積む。授業後の課題では，自らの
解釈を書いたり，研究計画書や学期末論述文を執筆するための思考を重ねたり，グループで解釈を練り上げ発表したり，ピア
レビューを行う。最終課題として，参加者個人が興味深く思った研究テーマ・対象について，論文を書き上げる。
第１回：イントロダクション
第２回：研究計画書の作成方法を学ぶ
第３回：発表と司会の方法を学ぶ・読むための理論 I
第４回：春学期・学期末論文の個人発表 I・読むための理論 II
第５回：春学期・学期末論文の個人発表 II・読むための理論 III
第６回：研究計画書を作成する I
第７回：研究計画書を作成する II／グループ発表準備 I
第８回：研究計画書を作成する III／グループ発表準備 II
第９回：昔話を読む――発表・ディスカッション
第１０回：短編小説を読む――発表・ディスカッション
第１１回：都市を読む――発表・ディスカッション
第１２回：学期末論文の個別相談会
第１３回: 学期末論文を読み直し推敲する
第 14 回: まとめ
なお，授業内容は状況に応じて変更することがある。また，
「日本語表現 I」では論述文作成法を学び，
「日本語表現 II」で
は読解法を学ぶことになっているが，書くことと読むこととは必ずしも分離しない。そのため，それぞれの授業内容を組み合
わせたり，入れ替える場合がある。
「日本語表現 I」のシラバスをあわせて参照されたい。

３.履修上の注意
「授業内容」の項目で示したとおり，
「日本語表現 I」と「日本語表現 II」は相互に深く関連しているため，両方を通年で履
修する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業で課題が出た場合には，翌週の授業の前までに準備を行うこと。
授業時間内外にグループで課題に取り組むことがある。

５.教科書
授業内でハンドアウトを配布する。

６.参考書
適宜指示する。

７.成績評価の方法
授業内課題，研究計画書，学期末論文を以て評価する。
授業への取り組みおよび課題: 50％
研究計画書 20％
学期末論文 30％
なお，学期末論述文が未提出の場合は不合格とする。また，授業内課題，研究計画書，学期末論述文ともに指定した方法以外
で提出することは認めない。

８.その他
特になし。
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日本語表現Ⅱ

内藤

まりこ

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN131J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
現在の学問状況は，一つの学問分野が自立して知を生みだすというよりはむしろ，さまざまな分野の研究者が協働して知を練
り上げていく。そのため，社会科学分野に属する研究者が文学作品・研究を読み，文学研究者が歴史学や情報学の知見を得て
いる。自らの研究にかかわる文章にくわえて異分野の成果に触れることは，共同研究を可能にするのみならず，思いもよらぬ
かたちで自らの主張の構築に有益な方法論や知見をもたらすこともある。本授業では，社会学，情報学，文学，哲学などの文章
表現を読むことで，筆者の問いとそれへの意味づけや書きぶり，同時代における位相を解釈する。そして，それぞれの文章表
現にたいして自らの考えを発表したり，論述したりする練習を重ねる。参加者それぞれが，多様な意見を交錯させながら，文
章に対する解釈を深化・多様化していくことが期待される。
【到達目標】
「読むこと」に焦点を絞る本授業では，さまざまな形式による日本語表現の読解を通じて，日本語を取り巻く多様なテーマに
ついて考察する。さらに，自らの思考を複数の表現形式にまとめる実践を行うことで，読解という営為に異なる角度から光を
当てる。とりわけ，本授業は，日本語の文章を精緻に読みとる方法を身につけることを目標とする。

２.授業内容
「読むこと」に焦点を絞る本授業では，さまざまな形式による日本語表現の読解を通じて，日本語を取り巻く多様なテーマ
について考察する。さらに，自らの思考を複数の表現形式にまとめる実践を行うことで，読解という営為に異なる角度から光
を当てる。
第１回 イントロダクション
第２回 日本語読解の基礎
第３回 論述文を読む（1）
第４回 論述文を読む（2）
第５回 論述文を読む（3）
第６回 論述文を読む（4）
第７回 随筆を読む（1）
第８回 随筆を読む（2）
第９回 随筆を読む（3）
第 10 回 コラムを読む（1）
第 11 回 コラムを読む（2）
第 12 回 小説を読む（1）
第 13 回 小説を読む（2）
第 14 回 小説を読む（3）

３.履修上の注意
・
・

日本語表現Ⅱの履修には，日本語表現Ⅰの修得が必要である。
授業時間内にグループで課題に取り組むことがある。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・授業で宿題が課されることがある。宿題や発表が課された場合には，次週の授業の前にかならず準備を行うこと。
・欠席した場合には，Oh-o! Meiji から授業プリントをダウンロードし，次回授業に備えること。

５.教科書
授業内でプリントを配布する。

６.参考書
・
・
・

戸田山和久『論文の教室―レポートから卒論まで』NHK ブックス 954，2009 年
鹿島茂『勝つための論文の書き方』文藝春秋，2003 年
木下是雄『レポートの組み立て方』筑摩書房，ちくまライブラリー36，1990 年

７.成績評価の方法
以下の要素を以て評価する。
・課題提出及び発表 50％
・学期末レポート 50％
（学期末レポートの未提出者は不合格とする。指定した方法以外での提出は認めない。
）

８.その他
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日本語表現Ⅱ

仲瀬

志保美

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN131J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
現在の学問状況は，一つの学問分野が自立して知を生みだすというよりはむしろ，さまざまな分野の研究者が協働して知を練
り上げていく。そのため，社会科学分野に属する研究者が文学作品・研究を読み，文学研究者が歴史学や情報学の知見を得て
いる。自らの研究にかかわる文章にくわえて異分野の成果に触れることは，共同研究を可能にするのみならず，思いもよらぬ
かたちで自らの主張の構築に有益な方法論や知見をもたらすこともある。本授業では，社会学，情報学，文学，哲学などの文章
表現を読むことで，筆者の問いとそれへの意味づけや書きぶり，同時代における位相を解釈する。そして，それぞれの文章表
現にたいして自らの考えを発表したり，論述したりする練習を重ねる。参加者それぞれが，多様な意見を交錯させながら，文
章に対する解釈を深化・多様化していくことが期待される。
【到達目標】
「読むこと」に焦点を絞る本授業では，さまざまな形式による日本語表現の読解を通じて，日本語を取り巻く多様なテーマに
ついて考察する。さらに，自らの思考を複数の表現形式にまとめる実践を行うことで，読解という営為に異なる角度から光を
当てる。とりわけ，本授業は，日本語の文章を精緻に読みとる方法を身につけることを目標とする。

２.授業内容
日本語表現Ⅱは読解を中心とした授業となる。文学作品・論説文の読解を通し，感想ではなく，問題意識をもち，文章を批評
することを目指す。また，文章の享受のしかたは人によって異なる。様々な解釈の可能性を見つけ，自分の考えを深めていっ
てほしい。また春学期の授業を踏まえて，課題図書の解釈レポートを作成する。
なお，授業内容は，場合によって変更することがある。
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

イントロダクション（〈読む〉とは何か）/自由な読みの可能性を探る
ブックレビュー説明・敬語（１）
敬語（２）
・メール
文学作品を読む（１）疑問点について考える
レポートに向けて（１）作品決定
文学作品読む（２）論文を読む
レポートに向けて（２）作品疑問点を考える・資料の検索
文学作品を読む（３）アプローチの方法
レポートに向けて（３）レポート論点・目次を書く
文学作品を読む（４）まとめ
レポートに向けて（４）レポート論点・目次ピア
論説文を読む（１）内容検討
レポートに向けて（５）引用復習
レポートに向けて（６）パラグラフライティング復習・下書き（１）
文学作品を読む（５）スピンオフ作品
論説文を読む（２）批評するする
レポートに向けて（７）論証復習・下書き（２）
レポートに向けて（８）下書きピア
レポートに向けて（９）接続詞
レポート相互評価（１０）

３.履修上の注意
「授業の概要・到達目標」にも示したように，ⅠとⅡの内容ははっきりとは分割せず，また時には学習上の効果を考慮して順
序を入れ替えて進める場合もある。従って，Ⅰ・Ⅱの両方を通年で履修する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・配布プリント及び，返却課題を見直し，次回の課題の生かせるようにすること。
・レポート作成に向けて，テーマに沿った論文を読むこと

５.教科書
プリントを配布する。

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
課題 55％ レポート 30％ 平常点（授業への取り組）15％
＊最終レポート未提出の場合は不合格とする。
＊課題提出が遅れた場合は減点となるので注意すること。

８.その他
・毎回の授業の内容を積み重ねていくことで，最終レポートにつながる。講義を一方的に聞くのではなく，積極的に取り組む
ことが求められる。
・授業内での課題及び，レポートの向けての課題は締め切りを守ること。
・グループに分かれて課題に取り組む場合や，ペアになってお互いの文章を検討する場合がある。
・日本語表現Ⅱの履修には，日本語表現Ⅰの修得が必要である。
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日本語表現Ⅱ

川島

みどり

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN131J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
現在の学問状況は，一つの学問分野が自立して知を生みだすというよりはむしろ，さまざまな分野の研究者が協働して知を練
り上げていく。そのため，社会科学分野に属する研究者が文学作品・研究を読み，文学研究者が歴史学や情報学の知見を得て
いる。自らの研究にかかわる文章にくわえて異分野の成果に触れることは，共同研究を可能にするのみならず，思いもよらぬ
かたちで自らの主張の構築に有益な方法論や知見をもたらすこともある。本授業では，社会学，情報学，文学，哲学などの文章
表現を読むことで，筆者の問いとそれへの意味づけや書きぶり，同時代における位相を解釈する。そして，それぞれの文章表
現にたいして自らの考えを発表したり，論述したりする練習を重ねる。参加者それぞれが，多様な意見を交錯させながら，文
章に対する解釈を深化・多様化していくことが期待される。
【到達目標】
「読むこと」に焦点を絞る本授業では，さまざまな形式による日本語表現の読解を通じて，日本語を取り巻く多様なテーマに
ついて考察する。さらに，自らの思考を複数の表現形式にまとめる実践を行うことで，読解という営為に異なる角度から光を
当てる。とりわけ，本授業は，日本語の文章を精緻に読みとる方法を身につけることを目標とする。

２.授業内容
日本語表現Ⅱは読解を中心にした科目である。この授業は，単に文学作品を読むことが目的ではなく，小さな疑問を見過ご
さずに追究する姿勢を養うことを主眼とする。素材となる作品から問題を見出し，自分の意見を構築する能力を養う。授業で
は，映像・小説・評論など多様な作品を取り上げ，多角的な解釈の可能性を学ぶ。単なる内容把握から一歩進んで，対象と深く
向き合い，思考・批評し，自分の意見を確立する力を育てよう。
授業後半では，課題図書を深く読み込み，各自が説得力のあるひとつの見解を示す４０００字レポートを作成することにな
る。また，自分の意見を構築するにあたり，他者の視点は不可欠である。グループワークを通して，多くの人の意見に触れ，深
く広く物事を把握していこう。読解は，多様な価値観との出会いでもある。自分を取り巻く社会構造を相対化し，異文化及び
自国文化への関心を高めることにもつながるだろう。この授業を通して広い視野を獲得し，自分の思考を構築してもらいたい。
第１回 読解とは何か 短編を味わう
第２回 ブックレビュー作成
第３回 文章読解における情報の価値とは 映像表現から考える
第４回 映像を読む
第５回 文学作品を読む①
第６回 文学作品を読む②
第７回 レポート作成の基礎を確認する
第８回 a: 文学作品を読む③ b: レポートテーマ発表
第９回 a: 文学作品を読む④ b: レポートの構想
第 10 回 a: 文学作品を読む⑤ b: パラグラフアウトライン作成
第 11 回 レポート中間発表
第 12 回 a: 引用のレッスン（復習）b: ブックレビュー相互評価
第 13 回 悪文訂正・推敲
第 14 回 a のみ 完成レポート相互評価

３.履修上の注意
「授業の概要・到達目標」にも示したように，ⅠとⅡの内容ははっきりとは分割せず，また時には学習上の効果を考慮して順
序を入れ替えて進める場合もある。従って，Ⅰ・Ⅱの両方を通年で履修する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回，資料収集や文献レポートなど，次回授業までの課題を提示する。レポート完成のために必要なステップなので，積極的
に取り組んでもらいたい。

５.教科書
特に定めない。各回プリントを配付する。

６.参考書
『この 1 冊できちんと書ける！ 論文・レポートの基本』
『大人のための国語ゼミ』 野矢茂樹（山川出版社）

石黒圭（日本実業出版社）

７.成績評価の方法
各授業提出課題，期末レポート，出席状況，授業への取り組み（リアクションシートや授業内の発言）などを総合的に評価す
る。
課題提出 40％，出席・授業への取り組み 30％，期末レポート 30％
科目の性質上，講義を一方的に聞くだけでは成り立たない。授業における到達目標を達成するためには，授業にきちんと出席
し，課題提出やグループワークなど，積極的な取り組みが要求される。継続的かつ意欲的に参加してもらいたい。

８.その他
日本語表現Ⅱの履修には，日本語表現Ⅰの修得が必要である。
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日本語表現Ⅱ

馬場

小百合

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN131J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
現在の学問状況は，一つの学問分野が自立して知を生みだすというよりはむしろ，さまざまな分野の研究者が協働して知を練
り上げていく。そのため，社会科学分野に属する研究者が文学作品・研究を読み，文学研究者が歴史学や情報学の知見を得て
いる。自らの研究にかかわる文章にくわえて異分野の成果に触れることは，共同研究を可能にするのみならず，思いもよらぬ
かたちで自らの主張の構築に有益な方法論や知見をもたらすこともある。本授業では，社会学，情報学，文学，哲学などの文章
表現を読むことで，筆者の問いとそれへの意味づけや書きぶり，同時代における位相を解釈する。そして，それぞれの文章表
現にたいして自らの考えを発表したり，論述したりする練習を重ねる。参加者それぞれが，多様な意見を交錯させながら，文
章に対する解釈を深化・多様化していくことが期待される。
【到達目標】
「読むこと」に焦点を絞る本授業では，さまざまな形式による日本語表現の読解を通じて，日本語を取り巻く多様なテーマに
ついて考察する。さらに，自らの思考を複数の表現形式にまとめる実践を行うことで，読解という営為に異なる角度から光を
当てる。とりわけ，本授業は，日本語の文章を精緻に読みとる方法を身につけることを目標とする。

２.授業内容
＊講義内容・順番は必要に応じて変更することがある。
レポートの基本的な書き方を学習した夏学期の授業を踏まえ，秋学期においては文章を論理的に書き，批判的に読解する技術
のさらなる向上を目指し，
「読む」
「書く」
「調べる」
「考える」ことをルーティン化する。
調査を報告し，内容についてディスカッションをするなどのグループワークも行う。
第１回：イントロダクション
第２回：論理的文章の読解（１）
第３回：論理的文章の読解（２）
第４回：文学的文章の読解（１）
第５回：文学的文章の読解（２）
第６回：レポート作成実習（１）
第７回：レポート作成実習（２）
第８回：議論を深めるために（１）質問する
第９回：議論を深めるために（２）反論する
第 10 回：レポートの中間報告と相互批評（１）
第 11 回：レポートの中間報告と相互批評（２）
第 12 回：レポートの中間報告と相互批評（３）
第 13 回：レポートの中間報告と相互批評（４）

３.履修上の注意
「授業の概要・到達目標」にも示したように，ⅠとⅡの内容ははっきりとは分割せず，また時には学習上の効果を考慮して順
序を入れ替えて進める場合もある。従って，Ⅰ・Ⅱの両方を通年で履修する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
ほぼ毎回，レポート作成のための課題や，次回の授業までに読むべき文章の指示があります。

５.教科書
授業内でプリントを配布します。

６.参考書
必要があればその都度紹介します。

７.成績評価の方法
授業への参加度，授業態度，授業ごとの課題，期末レポートで総合的に評価します。
平常点 30％，課題 30％，期末レポート 40％

８.その他
日本語表現Ⅱの履修には，日本語表現Ⅰの修得が必要である。
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日本語表現Ⅱ

平井

裕香

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)LIN131J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
現在の学問状況は，一つの学問分野が自立して知を生みだすというよりはむしろ，さまざまな分野の研究者が協働して知を練
り上げていく。そのため，社会科学分野に属する研究者が文学作品・研究を読み，文学研究者が歴史学や情報学の知見を得て
いる。自らの研究にかかわる文章にくわえて異分野の成果に触れることは，共同研究を可能にするのみならず，思いもよらぬ
かたちで自らの主張の構築に有益な方法論や知見をもたらすこともある。本授業では，社会学，情報学，文学，哲学などの文章
表現を読むことで，筆者の問いとそれへの意味づけや書きぶり，同時代における位相を解釈する。そして，それぞれの文章表
現にたいして自らの考えを発表したり，論述したりする練習を重ねる。参加者それぞれが，多様な意見を交錯させながら，文
章に対する解釈を深化・多様化していくことが期待される。
【到達目標】
「読むこと」に焦点を絞る本授業では，さまざまな形式による日本語表現の読解を通じて，日本語を取り巻く多様なテーマに
ついて考察する。さらに，自らの思考を複数の表現形式にまとめる実践を行うことで，読解という営為に異なる角度から光を
当てる。とりわけ，本授業は，日本語の文章を精緻に読みとる方法を身につけることを目標とする。

２.授業内容
第１回
イントロダクション：フェアな議論を行うために
第２回
論証の仕方を確認する
第３回
質問・反論の仕方を学ぶ
第４回
小説作品を読解する、新しい引用の仕方を学ぶ
第５回
論述文に質問する、アウトラインを復習する
第６回
論述文に反論する、要約の書き方を復習する
第７回
期末レポートの構想を練る（図書館実習）
第８回
アウトラインを作成する
第９回
レポートの構想を発表する その１
第 10 回
レポートの構想を発表する その２
第 11 回
パラグラフ・ライティングを行う
第 12 回
わかりやすい文章を書く
第 13 回
期末レポートを推敲する
第 14 回（a のみ） 期末レポートを相互批評する
なお，各回の授業の詳細は，履修者の人数や学習状況などに応じて変更することがある。

３.履修上の注意
I と II の内容ははっきりとは分割せず，また時には学習上の効果を考慮して順序を入れ替えて進める場合もある。したがって，
I と II の両方を通年で履修する。
国籍や人種、ジェンダー等の属性によって学生を分け隔てることはしないという方針に同意したうえで履修する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・毎週何らかの課題を出す。課題は成績評価の対象とするので，なるべく欠かさず取り組むこと。
・授業内でレポートの構想を発表してもらう。自分が発表予定の回には，準備したうえで参加すること。
・授業内でグループに分かれて議論や演習をすることがある。

５.教科書
特に定めない。授業内でプリントを配布する。

６.参考書
授業内で適宜指示する。

７.成績評価の方法
授業への取り組み，各回の課題，および期末レポートを，概ね以下の割合で評価する。
・授業への取り組み 20％
・各回の課題
40％
・期末レポート
40％
なお，期末レポート未提出の者は不合格とする。また，課題，レポートともに指定した方法以外で提出することは認めない。

８.その他
特になし。
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クリエイション科目

513

演劇学

中野

正昭

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)ART131J

１.授業の概要・到達目標
人間は社会的動物だとされている。本授業では〈演劇〉を媒介としながら社会的なコミュニケーションの特性と機能を実践
的に学習する。
具体的には，履修者が 10 人程のチームに分れ，各チームで演劇作品の制作プロジェクトを完遂する。制作にあたってはチー
ム内で各自の役割（台本，演出，演者）を決め，台本を作成し，稽古を繰り返し，最終的に上演（発表）を行う。発表後は各チ
ーム内また他のチームと相互に合評会を行う。学期全体を通じて各自が発言，意見交換，討議，折衝，表現を重ねながら，集団
作業に不可欠の様々なコミュニケーションを体験する。
なお，本授業の目標は演劇制作（集団作業）を手段とした社会的コミュニケションの理解及びその能力の向上であって，創
作性や表現力を主体とする芸術的コミュニケーションではない。従って，演劇作品の芸術的な完成度ではなく，その過程を最
も重視する。

２.授業内容
授業は〈準備作業〉
〈台本作業〉
〈上演作業〉の三つの段階を経ながら本番に向けて進めていく。毎回，チームでディスカッショ
ンとワーキング作業を重ねていくので，積極的に参加することが重要である。
準備作業
１．イントロダクション
２．グループ分け，各自の役割決定
台本作業
３．テーマと内容を考える
４．台詞の工夫
５．行動の工夫
６．条件・環境に応じた工夫
７．台本の修正
８．台本の完成
上演作業
９．見せる／見られる工夫
10．稽古①
11．稽古②
12．通し稽古
13．発表①
14．発表②，合評会

３.履修上の注意
各自に授業外学習が必要なので，それを理解した上で履修すること。欠席や遅刻はチームワークを乱し，他メンバーの迷惑に
なるので注意すること。充分な理由なき欠席や遅刻は減点対象とする。
コロナの感染拡大状況により，対面授業からオンライン授業となった場合は，グループ作業ではなく個人作業へ変更する可能
性がある。変更内容は，オンライン授業に切り替わった際の，授業進行度合いによる。
参考として昨年度のオンライン授業の内容を記します。昨年度は第１回からオンライン授業となり，各自が web 上の授業動画
を見ながら 4 つの課題「台本（途中稿）
」
「台本（完成稿）
」
「美術イメージ画」
「企画書」を作成し，提出した。
第１回 導入：オンライン授業による新しい授業計画と劇作りの目的と意義
第２回 脚本作り（１） テーマを考える
第３回 脚本作り（２） 物語を構成する
第４回 脚本作り（３） 台詞・行動を工夫する
第５回 脚本作り（４） 全体を調整する
第６回 脚本作り（５） 確認作業
第７回 演出・美術プラン（１） 美術イメージ
第８回 演出・美術プラン（２） 演出の考え方
第９回 制作作業（１） 劇場選び
第 10 回 制作作業（２） 宣伝戦略
第 11 回 制作作業（３） コロナ対策１
第 12 回 制作作業（４） コロナ対策２
第 13 回 制作作業（５） 企画書作り
第 14 回 制作作業（６） 制作作業のまとめ

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各自が授業外学習として①台本担当は執筆，②演者は台詞覚え・所作の工夫，③演出担当は全体の進捗の把握等の作業を行う。

５.教科書
実践作業のため，特に教科書は用いない。必要に応じて oh-meiji!でプリントを配付する。

６.参考書
必要に応じ授業内で紹介する。

７.成績評価の方法
作品貢献度（各役割の貢献度と作品そのものの評価）50％+合評会等ペーパー20％+学期末レポート 30％から総合的に評価する。
台本提出が締め切りに遅れるなど事前に決められたルールが守れなかった場合は減点とする。

８.その他
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音楽論

宮川

渉

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)ART141J

１.授業の概要・到達目標
音楽は私たちの生活のあらゆる場面に存在する。しかし当たり前に聴いている音楽が，どのような背景でつくられ，社会と
どのように関係しているのか，ということについて深く考える機会はあまりないかもしれない。なぜ私たちは，ある音楽を聴
いて心地よく感じたり，感動したりするのか。
「音楽は，言葉で表せないことを表す」というようなことが言われることもある
が，そもそも音楽をコミュニケーションツールと呼ぶことができるのだろうか。
これらの問いを環境や言語など様々な視点から検証することにより，音楽への理解を一層深めること，現代社会における音
楽の在り方や役割を理解することを到達目標とする。

２.授業内容
（１）a のみ：イントロダクション（音楽とは？）
（２）音楽とメディア（１）
（３）音楽とメディア（２）
（４）音楽とメディア（３）
（５）音楽と身体（１）
（６）音楽と身体（２）
（７）聴くということは？
（８）聴くことと見ること
（９）創作とは？（１）
（10）創作とは？（２）
（11）音楽と言葉（１）
（12）音楽と言葉（２）
（13）音楽の受容
（14）音楽と環境・まとめ
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
視聴覚教材・資料を用いて様々な音楽を鑑賞する。音楽経験者，未経験者に関係なく誰でも受講できるが，楽譜などを用いる
こともある。

４.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予習復習に利用すること。

５.教科書
特に定めない。

６.参考書
『音楽する社会』 小川博司（勁草書房）1988 年
『Ｊポップとは何か』 烏賀陽弘道（岩波新書）2005 年
『音楽をまとう若者』 小泉恭子（勁草書房）2007 年
『音楽する身体』 山田陽一編（昭和堂）2008 年
『ノイズー音楽・貨幣・雑音』 ジャック・アタリ著 金塚貞文訳（みすず書房）2012 年
『ヒットの崩壊』 柴那典（講談社）2016 年
『夏フェス革命ー音楽が変わる，社会が変わるー』 レジー（blueprint）2017 年
『音楽化社会の現在 統計データで読むポピュラー音楽』 南田勝也，木

７.成績評価の方法
平常点 15％，授業への取り組み 15％，期末試験 70％
期末試験は筆記試験。授業中にレポートを書く機会を設けることがある。

８.その他
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クリエイティブ・コミュニケーション
（ジャーナリズム）

小田

光康

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM111J

１.授業の概要・到達目標
この授業は大学初年度の導入教育として位置づけ，学生が主体的・能動的に大学生活を送るために求められるコミュニケーシ
ョン技能を醸成することを主目的とする。授業は時事問題を題材としたワークシップ（ディベート討論会）形式とし，学生同
士が学び合うことで新たな知見を獲得してほしい。また，得られた知見を授業中に発表する機会を多く設け，それをクラス全
体で共有する。

２.授業内容
１．イントロダクション：授業の目的，意義，方法，採点方法などについての説明
２．ジャーナリズムの基礎知識
３．協働学習・ワークショップの進め方：ディスカッションと発表方法の工夫とその実践
３．ディベート討論会方法論と班分け
４．ディベート討論会（練習１）と講評
５．ディベート討論会（練習２）と講評
６．時事問題に関するディベート討論会用のテーマ設定
７．ディベート討論会と講評・協働学習１
８．ディベート討論会と講評・協働学習２，次回ディベート討論会のテーマ設定
９．ジャーナリズム実践に関する映画鑑賞とその説明１「クライマーズハイ」
10．ジャーナリズム実践に関する映画鑑賞とその説明２「クライマーズハイ」
11．ディベート討論会と講評・協働学習３
12．ディベート討論会と講評・協働学習４，次回ディベート討論会のテーマ設定
13．ディベート討論会と講評・協働学習５
14．まとめ

３.履修上の注意
授業は各自の時事問題に関する基礎知識を前提としている。グループによるワークショップ形式授業なので新聞・テレビの主
な報道の知識がないと協働学習はおろか，他の学生の成績面にも悪影響を及ぼすので，必ず準備して授業に臨むこと。また，
ワークショップに積極的に参加し，他の学生と協力して学習を進めることが絶対的に求められていることを自覚すること。ワ
ークショップで使用する文具を指定するので，各自用意すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
新聞記事やテレビのニュース番組は毎日必ず読んだり，観ておくこと。

５.教科書
特になし

６.参考書
特になし

７.成績評価の方法
授業の個人小レポート 30％，グループ発表とその資料提出７0％の２つで成績評価を行う。一部学生同士が評価するピアレビュ
ーを導入する。また授業の出席は単位修得の前提条件なので，授業の欠席が多い者はその時点で失格とする。

８.その他
2016 年度以前入学生は原則，コミュニケーション基礎１の単位を修得していない者のみ履修可。
また，春学期・秋学期の連続履修は不可。
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クリエイティブ・コミュニケーション
（社会学）

出口

剛司

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM111J

１.授業の概要・到達目標
本講義の目標は，新しい知識や考え方を生み出すコミュニケーションの方法を身に着けることを目的とします。授業は，現
代社会にとって重要な社会学的テーマを扱いながら，とくに四つの側面を重視します。ただ座って本を読むだけではなく，討
論や議論を通してアクティヴに社会学を学びます。
１．自分で問いを立て，調べ，考察する。
２．レポートの執筆やプレゼンのコツをつかむ。
３．仲間と議論して学びを深める。
４．社会学的な視点から現代社会を分析する。

２.授業内容
＊授業の進捗や参加者の理解度に合わせて変更することがあります。
第１回 クリエイティブ・コミュニケーションとは（知的生産のためのコミュニケーション）
第２回 21 世紀はどんな社会か
第３回 自己論から現代社会を考える
第４回 集団と組織
第５回 集合行動と社会不安
第６回 レポートを書くコツを身につける（その１）
第７回 個人化・共同性・公共性
第８回 現代社会とジェンダー
第９回 現代社会における宗教
第 10 回 レポートを書くコツを身につける（その２）
第 11 回 情報とコミュニケーション
第 12 回 高齢化する社会と人間関係
第 13 回 病と医療の近代
第 14 回 まとめ

３.履修上の注意

４.準備学習（予習・復習等）の内容
教科書の該当箇所をよく読みし，不明な専門用語等については，事典などを使ってあらかじめ調べておきましょう。

５.教科書
船津衛・山田真茂留・浅川達人編著『21 世紀社会とは何か』（恒星社厚生閣）

６.参考書
適宜紹介します。

７.成績評価の方法
前提として 3 分の 2 以上の出席を求めます。平常点 50％（授業中指示したプレゼンや成果物）
，学期末レポート 50％とします。

８.その他
2016 年度以前入学生は原則，春学期は「コミュニケーション基礎Ⅰ」
，秋学期は「コミュニケーション基礎Ⅱ」の単位を修得し
ていない者のみ履修可。
また，春学期・秋学期の連続履修は不可。
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クリエイティブ・コミュニケーション
（フランスとファッション）

高馬

京子

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM111J

１.授業の概要・到達目標
フランス語のみならずその背景に有するフランス文化を学ぶことで，フランスの言語文化をより多角的に学ぶことを目的とす
る。本授業では，フランスと結びつけられやすいステレオタイプとしても使われる一つのフランス文化の『ファッション』を
キーワードにフランスの言語文化を実習形式で学ぶ。フランスという文脈の中で，フランスファッションとはなにか，につい
て様々なテーマにおいて自分たちで調べ，考え，定義していくことを目的とする。またファッションに関連して使われるだろ
うフランス語語彙，表現も学ぶ。

２.授業内容
フランスとファッション
第一回 イントロダクション
第二回 フランスとファッション（歴史）
第三回 フランスとファッション（ブランド，ファッションデザイナー）
第四回 フランスとファッション（メディア）
第五回 フランスとファッション（映画１）
第六回 フランスとファッション（流行）
第七回 フランスとファッション（洋服，スタイル）
第八回 フランスとファッション（ファッションショー）
第九回 フランスとファッション（広告）
第十回 フランスとファッション（アクセサリー）
第一一回フランスとファッション（映画２）
第一二回 フランスとファッション（ショップ）
第一三回 成果発表
第一四回 成果発表
内容，課題は状況によって変更することもありうる。

３.履修上の注意
毎回出席すること
フランス語履修者，もしくはフランス語を学んでいる学生が望ましい。
意欲的にフランス語，フランス文化を学ぼうとする学生が望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
次の授業の課題についてフランス語，内容ともに予習，準備をすること。
復習として，学んだことに基づいて出される宿題，課題を行うこと。

５.教科書
Parlons Mode（モードについて話そう）

CLE INTERNATIONAL

６.参考書
授業中に指定する。

７.成績評価の方法
平常点：毎回の授業のミニレポート，授業中の発言 ４０%
学期期末試験： 発表とレポート（学んだフランス語のファッション用語も使って）

８.その他
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６０%

クリエイティブ・コミュニケーション
（ドイツの映画と音楽）

相原

剣

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM111J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
音楽と映画を中心に、ドイツ語圏の同時代の文化を主要なテーマとします。更に、ファッション、スポーツ、アニメ、ゲームと
いった馴染みのある分野のトピックを取り上げ、ポップカルチャーの側面から言語圏のイメージを具体的なものにしていきた
いと考えております。まずは出来るだけ多様なカルチャーに映像を通して触れていきましょう。
【到達目標】
直接的で身近な興味関心の対象から、歴史認識、環境問題、ダイバーシティ、インクルージョンといったアクチュアルな問題
意識へと無理なく架橋していける環境を作りたいと思います。その際、よりリアルで同時代性のある情報収集の方法として、
各種 SNS に表れる文化事象を客観的・学問的な視座を以て取り扱うメディア・リテラシーの涵養もゼミの目的としたいと思い
ます。映像を含めた各種プレゼンテーション技術を発表の実践のなかで身に着けていきましょう。

２.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

イントロダクション，方法論の提示
個々の事象の体験・分析とディスカッション（提示例：ドイツの音楽とファッション）
個々の事象の体験・分析とディスカッション（提示例：ドイツの映画と建築）
個々の事象の体験・分析とディスカッション（提示例：ドイツの都市と食文化）
テーマ性を帯びた事象の分析とディスカッション（提示例：文化における匿名性）
テーマ性を帯びた事象の分析とディスカッション（提示例：アートと環境問題）
テーマ性を帯びた事象の分析とディスカッション（提示例：娯楽音楽とプロパガンダ）
グループワーク
グループワーク
グループワーク
グループ発表とディスカッション
グループ発表とディスカッション
グループ発表とディスカッション
まとめ

提示例は、一例です。個々の事象の体験・分析及びテーマは、皆さんの興味関心に応じて、その都度アップトゥデイトな内容に
なります。

３.履修上の注意
ドイツ語履修の方、ドイツ語やドイツ文化に興味のある方の履修を望みます。音楽や映画についての予備知識は全く必要あり
ません。何よりも必要なものは、必要なものは「想像力」と「好奇心」です。初回のイントロダクションには必ず出席するよう
にしてください。授業の進め方や目的についての説明をいたします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
【準備学習の内容】
様々な分野に日々関心を持ち、分からないことを恐れず、分からない事柄があれば、まず「検索」をしましょう。
【復習すべき内容】
関連の文化事象について、さらに興味の幅を広げていきましょう。

５.教科書
随時プリント等を配布します。特に教科書は使用しません。

６.参考書
特に定めません。

７.成績評価の方法
平常点・授業内の取り組み 7０％、発表 3０％
＊何よりも１回１回の授業内での取り組みを重視します。

８.その他
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クリエイティブ・コミュニケーション
（スペインとスペイン語圏、日本）

結城

健太郎

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM111J

１.授業の概要・到達目標
スペイン語圏の広がりと，日本との関係について学び，この地域とそこに住む人々についての理解を深める。大航海時代の
イベリア半島の国々の世界進出から，世界に広がる植民地の関係，さらにその延長線上にある日本との関係について説明する
とともに，現代におけるスペイン語圏と日本のかかわりについて扱う。

２.授業内容
（受講者の興味や進度により，調整する可能性がある。
）
第１回：授業の概要，進め方の説明，スペイン
第２回：スペイン語
第３回：イベリア半島史
第４回：東西交渉史
第５回：大航海時代(1)
第６回：大航海時代(2) ポルトガルの西アフリカ探検
第７回：大航海時代(3) コロンブスと新大陸
第８回：大航海時代(4) ヴァスコ・ダ・ガマのインド航路
第９回：大航海時代(5) マゼランとエルカノの航海
第 10 回：大航海時代(6) ポルトガルのアジア進出
第 11 回：アステカ王国とインカ帝国の征服
第 12 回：太平洋の探検
第 13 回：日本とスペイン・ポルトガル
第 14 回：スペイン・ポルトガルの時代の終わり，まとめ

３.履修上の注意
この授業では参加を重視するほか，履修者による調査・発表の機会を設ける。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に配付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質問すること。また，次の回の内容に毎回の授業後に
復習用の課題を出題する。

５.教科書
教科書は特に定めない。授業で資料を配布する。

６.参考書
必要に応じて紹介する。

７.成績評価の方法
授業への参加を４０％，課題等を３０％，各種テストを３０％として評価する。

８.その他
授業外でもスペイン語圏に関するニュースや文化に触れようとする積極性を持つこと。
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クリエイティブ・コミュニケーション
（行動経済学）

後藤

晶

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM111J

１.授業の概要・到達目標
授業の概要：
行動経済学とは，いわゆる経済学とは異なり，実験や観察を通じて現実の人間の経済行動や意思決定を明らかにしていく学
問であり，日常生活と非常に密接な関連がある。この授業では，ディスカッションおよびライトニングトーク（LT）を通じてコ
ミュニケーション能力の養成を図ると同時に，行動経済学の基礎的な考え方の習得を目的とする。前半では情報の認知が金銭
的意思決定に与える影響について，表現・直感・利益／損失の観点から検討する。さらに，行動経済学や心理学などの研究が指
摘する幸福のあり方についても検討する。後半では複数の主体の意思決定によって結果が相互依存的に変わるゲーム理論につ
いて，理論から予測される行動と実際の人間の意思決定が異なることを学びながら授業を進めていく。
到達目標：
a. 積極的にディスカッションに参加することができる。
b. 科学的な根拠に基づいた意見を形成できる。
c. 他者への敬意をもって，意見を伝えることができる。
d. 行動経済学の考え方に基づいた意見をまとめることができる。

２.授業内容
［第１回］イントロダクション
［第２回］
「人間」を考える：話題提供
［第３回］
「人間」を考える：LT，表現と意思決定：話題提供
［第４回］表現と意思決定：LT，直感と意思決定：話題提供
［第５回］直感と意思決定：LT，利益・損失と人間：話題提供
［第６回］利益・損失と人間：LT，幸福と人間：話題提供
［第７回］幸福と人間：LT，ゲーム理論の考え方
［第８回］ゲーム理論の考え方：LT，
「利他」を考える：話題提供
［第９回］
「利他」を考える：LT，
「協力」を考える：話題提供
［第 10 回］
「協力」を考える：LT，
「信頼」を考える：話題提供
［第 11 回］
「信頼」を考える：LT，
「ジレンマ」
・「制度」を考える：話題提供
［第 12 回］
「ジレンマ」
・
「制度」を考える：LT，行動経済学の使い方：話題提供
［第 13 回］ショートプレゼンテーションとディスカッション 1
［第 14 回］ショートプレゼンテーションとディスカッション 2
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
この授業は毎回の授業におけるコミュニケーションを重視している。したがって，一回の欠席が評価に大きく影響する。ま
た，毎回の授業の中で調査や実験を行いながら授業を展開していくため，積極的な姿勢での受講を望む。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
この授業では，授業の場で様々な調査・実験データを示したり，実験を実施しながらディスカッションを進めていく。予習
として，指名された場合にライトニングトークを毎回 4 名が準備をすることになる。
復習として，毎回のリアクションペーパーを通じて，授業で学んだことの振り返りが求められる。

５.教科書
特に指定しない。教員が資料を用意する。

６.参考書
鈴木健編，
『コミュニケーション・スタディーズ入門』大修館書店，2011 年
これ以外の図書については随時紹介する。

７.成績評価の方法
平常点：40%，ライトニングトーク：20%，ショートプレゼンテーション：40%
ライトニングトークおよびショートプレゼンテーションの担当回を欠席した場合は評価対象としない。

８.その他
行動経済学は経済学のみならず，心理学や社会学，人類学など人間の行動に関わる様々な領域と関連があるため，広く興味・
関心を抱いて授業に望んでほしい。
2016 年度以前入学生は原則，春学期は『コミュニケーション基礎Ⅰ』
，秋学期は『コミュニケーション基礎Ⅱ』の単位を修得
していない者のみ履修可とする。
また，春学期・秋学期の連続履修は不可である。
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クリエイティブ・コミュニケーション
（タイと歴史）

柿崎

一郎

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM111J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
この授業では，タイ語とタイの歴史の概要を理解することを目的とします。まず最初にタイ語とはどのような言語なのかを
学び、次にタイの歴史の概要を勉強します。最後に，タイの歴史を題材としたタイ映画を鑑賞し，映画からタイ人の歴史観を
考察します。
【到達目標】
タイ語の言語的特徴を学ぶとともに，タイの歴史の全体像を理解することを目標とします。

２.授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：タイ語の基本文型
第３回：タイ語の基本単語
第４回：タイ語の読み書き① 子音と母音
第５回：タイ語の読み書き② 声調記号と末子音
第６回：タイの歴史概要① 古代～16 世紀後半
第７回：タイの歴史概要② 16 世紀末～19 世紀前半
第８回：タイの歴史概要③ 19 世紀後半～1920 年代
第９回：タイの歴史概要④ 1930 年代～1940 年代
第 10 回：タイの歴史概要⑤ 1950 年代～1980 年代
第 11 回：タイの歴史概要⑥ 1990 年代～
第 12 回：映画「メナムの残照」背景の確認
第 13 回：映画「メナムの残照」鑑賞
第 14 回 a：映画の振り返り，総括

３.履修上の注意
事前にタイ語の勉強をしていなくても履修可能です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回何らかの課題（宿題，発表準備、レポート執筆など）を課しますので，あらかじめ準備して来てください。

５.教科書
『教科書 タイ語』柿崎一郎（めこん，2017 年）
『物語 タイの歴史』柿崎一郎（中公新書，2007 年）

６.参考書
特に定めません。

７.成績評価の方法
授業への貢献度（50％）
，提出物（50％）で評価します。

８.その他

522

クリエイティブ・コミュニケーション
（マーケティング戦略）

久保田

達之助

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM111J

１.授業の概要・到達目標
本講義はマーケティングの基礎を学び，実際に実務で化粧品・飲料・観光・航空などの BtoC 企業がどのような PR・宣伝戦略な
どのマーケテクング活動を行っているかを実践的に学びます。後半はグループワーク中心で講師と双方向に会話しながら課題
に取り組み授業が進みます。講師は大手旅行会社と大手化粧品会社で経営者とマーケティングのトップを経験しているので実
践を中心にしたリアルな内容になります。また企業で生き抜く力を教授し創造力・プレゼンテーション能力・発言力・チャレ
ンジ精神を身に付けてもらいます。

２.授業内容
第１回：イントロダクション：授業の目的，意義，方法，採点方法などを確認する
第２回：マーケティングの基礎１
第３回：マーケティングの基礎２
第４回：実践的な企業の取組（１）
第５回：実践的な企業の取組（２）
第６回：実践的な企業の取組（３）
第７回：実践的な企業の取組（４）
第８回：実践マーケティング戦略１（グループ討議）
第９回：実践マーケティング戦略２（グループ討議）
第 10 回：実践マーケティング戦略３（グループ討議）
第 11 回：グループ中間発表
第 12 回：実践マーケティング戦略４（グループ討議）
第 13 回：実践マーケティング戦略５（グループ討議）
第 14 回：グループ発表
※第４回～第６回は企業で活躍するマーケターをゲストスピーカーをお呼びして実践を学びます。

３.履修上の注意
履修期間はグループ活動が中心な為，グループ員とのコミュニケーションが重要になります。好奇心を持って新たなことにチ
ャレンジする意欲を求められます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
日頃の消費行動を常に何故購買したのか，何故買わなかったのかを履修期間は考えてもらいます。資料作成・調査など予習・
復習が必要です。

５.教科書
特になし

６.参考書
「新規事業のつくり方講座～ふわっとしたアイデアをビジネスに変える仕組み」
（カドカワ・ミニッツブック）著者：久保田達
之助，電子書籍。

７.成績評価の方法
授業への参加度：５０％
小テスト：１０％
グループ活動：３０%
期末レポート：１０％

８.その他
講師が新卒採用担当経験を踏まえ，将来の就活に対しての心構えや就活へのアドバイスを授業後時間の許す限り個別就活指導
も行います。
2016 年度以前入学生は原則，春学期は『コミュニケーション基礎Ⅰ』
，秋学期は『コミュニケーション基礎Ⅱ』の単位を修得し
ていない者のみ履修可。
また，春学期・秋学期の連続履修は不可。
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クリエイティブ・コミュニケーション
（韓国とＫカルチャー）

金

鉉洙

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM111J

１.授業の概要・到達目標
授業の概要：
近年，現代韓国社会が世界に向けて発信する音楽，ドラマ，映画，文学などの文化（カルチャー）を総称したものとして「K
カルチャー」という言葉が使われている。世界に発信され，一定の支持を得ていると見られる｢K カルチャー｣に対する理解を深
めるために，本授業では主にドラマ・映画・音楽を中心に現代韓国の大衆文化の歴史（流れ）を振り返ってみる。なお，日本に
おける韓国大衆文化の受容と消費について考えて見る。
本授業はワークショップ形式で行う。授業の前半は講義，後半はクループ活動が中心になる。受講者の興味のあるテーマ別
にグループを分け、グループ別の中間・最終報告を行い、それに対するディスカッションを実施する。
到達目標：
①韓国大衆文化の大きな流れが理解できるようになる。
②コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力の向上

２.授業内容
第１回：a. イントロダクション
b. グループ分け
第２回：a. 現代韓国の大衆文化を理解する①（戦後〜1970 年代）
b. グループ活動①
第３回：a. 現代韓国の大衆文化を理解する②（1980 年代〜1990 年代）
b. グループ活動②
第４回：a. 現代韓国の大衆文化を理解する③（2000 年代）
b. グループ活動③
第５回：a. 現代韓国の大衆文化を理解する④（2010 年代以降）
b. グループ活動④
第６回：グループ別中間報告とディスカッション①
第７回：グループ別中間報告とディスカッション②
第８回：a. グループ活動⑤
b. ディスカッション
第９回：a. グループ活動⑥
b. ディスカッション
第 10 回：a. グループ活動⑦
b. ディスカッション
第 11 回：a. グループ活動⑧
b. ディスカッション
第 12 回：グループ別最終報告とディスカッション①
第 13 回：グループ別最終報告とディスカッション②
第 14 回：まとめ
※諸事情により日程を変更する場合がある。

３.履修上の注意
・授業やグループ活動においては積極的に参加し，発言する必要がある。
・本授業はグループ活動が前提になる。従って授業には必ず出席すること。
なお，原則として 1/3 以上欠席した学生の単位は認めない。
・グループ別報告は韓国の大学と共同（交流授業 4 回）で行うために今現在調整中である。
詳細は初回の授業でアナウンスする。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
グループ活動による調査活動や報告準備等には積極的に参加することが求められる。

５.教科書
特にないが，必要に応じて授業中に適宜配布する。

６.参考書
随時紹介する。

７.成績評価の方法
平常点 30％＋グループ活動 70％(グループ活動報告、中間・最終報告)

８.その他
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クリエイティブ・コミュニケーション
（中国と漢字）

呉

燕

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM111J

１.授業の概要・到達目標
漢字は表音文字と異なり，形・音・義三つの要素を一つの文字にまとめた独特な書記体系である。漢字の組み合わせによっ
て成り立った漢字文化は中国文明の土台であるだけではなく，長い間東アジアから東南アジアにかけての広い地域に対して影
響を与え続けてきた。この授業は，中国語そのものを学ぶ授業ではなく，漢字にまつわる多彩なことがらを通して，中国の生
活習慣，文化風俗，広くは政治，宗教などについても概観し，漢字を基盤とする中国語はいかに中国人の独特な世界観と思考
法に結びついているかを考えるチャンスを提供する。さらに，この授業を通して，漢字を共有する文化圏の歴史的なつながり
を触れるとともに，この文化圏の一員である私たちに与えられた今日的課題を解決する視座を獲得することを目標とする。

２.授業内容
本講義は，講義形式が中心ですが，質疑応答しながら授業を進めていく。面接授業の場合，小グループでの討論や発表も行う
予定もある。積極的な参加を期待する。
下記の授業内容は暫定的で，履修者の要望や関心に応じて調整したり，実際内容の割合によって増減したりする場合もある。
第一回：a のみ：概論（漢字の基本と中国の世界観）
第二回：漢字の字形①：甲骨文字から楷書へ
第三回：漢字の字形②：書道の魅力
第四回：漢字の字音①：漢詩は吟ずべきもの
第五回：漢字の字音②：どうして北京の人は香港の映画を吹き替えなしで理解できないか
第六回：漢字の字義①：漢字の作り方～『六書』とは何か？
第七回：漢字の字義②：日本語の「四字熟語」は中国語の「成語」と同じ？
第八回：漢字の神秘性①：道教の呪符と漢字占い
第九回：漢字の神秘性②：「谶语」（不吉な予言）
第十回：漢字と政治①：「避讳」と「文字獄」の歴史
第十一回：漢字と政治②：近代中国における文字改革
第十二回：漢字の遊び心①：「歇后语」の魅力
第十三回：漢字の遊び心②：早口言葉・回文詩
第十四回：総復習
面接授業で履修者数が少ない場合，第十四回・十五回を履修者がグループを組んで発表するセッションにする。

３.履修上の注意
面接授業を実施する場合：
1．授業中の論議やプレゼンテーションに対する積極的な取り組みが望ましい。なお，授業時間外の学習を前提として講義を行
う。各自関心を持った事項については図書館の活用等を通じ自主的な学習を期待する。
2．期末試験は不実施となっているが，講義のテーマを巡ってレポートの作成が求められる。
3．講義中の私語を慎むこと。
4．講義開始後２０分以降入室禁止となる。
オンデマンド授業を実施する場合：
1．毎週授業日の朝に講義動画をアップする。講義動画の他に，補足資料としての他の視聴動画も提供する。著作権の配慮で，
これらの動画はすべてダウンロード禁止で，授業当日しか視聴出来るように設定しておくことになる。授業当日視聴出来ない
方の要請に応じて個別に視聴許可を出すことも可能。改めてご了承ください。
2．課題（ミニレポートやグループ発表）を適宜に出す。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
参考書目の文献の購読により各自で講義内容に対する理解を深めていくことが望まれる。

５.教科書
とくに指定しない。
授業時にプリントを配布します。

６.参考書
阿辻哲次
笹原宏之
松岡榮志
藤堂明保
藤堂明保
落合淳思
落合淳思
斎藤希史

著，
『漢字文化の源流』 丸善 2009 年
著，
『漢字の現在』 三省堂 2011 年
著 『漢字をめぐる七つの物語～中国の文字改革１００年』 三省堂 2010 年
編集 『漢字源 改訂第六版』 学研プラス 2018 年
著 『漢字文化の世界』角川ソフィア文庫 2020 年
著 『漢字の成り立ち：「説文解字」から最先端の研究まで』 筑摩書房 2014 年
著 『漢字の字形～甲骨文字から篆書，楷書へ』 中央公論新社 2019 年
著 『漢字世界の

７.成績評価の方法
期末レポート（65％）
，テーマごとに要求される課題や発表など（25％）及び平常点（10％）より評価する。
３回の無断欠席で期末レポートの提出を不可となる。

８.その他
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クリエイティブ・コミュニケーション
（パフォーミング・アーツ）

森田

ゆい

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM111J

１.授業の概要・到達目標
目標：
この授業は，ディベート討論を通して人の意見を聞く，自分の考えを発言する過程で，新しい知見や考え方を生み出すコミュ
ニケーション技能を身に付けることを目標としています。
概要：
パフォーマンスとして日本の伝統芸能やクラシックバレエなどの舞台芸術を題材として学び，成立した時代，観客層，表現技
法などの特徴を踏まえてディベートを行い，各パフォーマンスの位置づけについて論じます。
毎週グループから各 1 人が当日のディベート内容について報告、またグループによるプレゼンテーション発表を 2 回行います。

２.授業内容
第１回 イントロダクション：授業の目的，意義，進め方，成績評価の付け方についての説明
第２回 パフォーマンス（日本の伝統芸能，クラシックバレエ，コンテンポラリーダンスなどの舞台芸術を中心に扱います）
の基礎知識
第３回 道成寺伝説／自分達で道成寺伝説を作品化した場合について論じる
第４回 作品『道成寺』 能楽と歌舞伎舞踊
第５回 作品『道成寺』 文楽と組踊
第６回 作品『道成寺』 民俗芸能
第７回 グループプレゼンテーション１ テーマ：伝統芸能を大学生に紹介する
第８回
〃
第９回 クラシックバレエからコンテンポラリーダンスへの流れ
第 10 回 作品『ボレロ』 踊り手による比較 （ジョルジュ・ドン／シルヴィ・ギエム／マイヤ・プリセツカヤ／吉田都と日
本舞踊家／野村萬斎と日本舞踊家）
第 11 回 現代の伝統芸能
第 12 回 グループプレゼンテーション２ テーマ：自由（パフォーマンスに関連する内容）
第 13 回
〃
第 14 回 個別プレゼンテーション テーマ：この授業から学んだこと
※講義内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
グループによる協同学習を行うので，積極的に他の学生と協力して学習を進める意志を持って参加してください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回，指定する予習を行って頂きます。

５.教科書
『ようこそ伝統芸能の世界』森田ゆい著
出版社からも送料無料で購入が可能です。
http://www.kunpusha.com/book/2020/03/15-00.html

６.参考書
適宜紹介します。

７.成績評価の方法
平常点：40%
プレゼンテーション：40%
リアクションペーパー（毎回ではない予定）
：20%

８.その他
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美学・芸術学

増野

亜子

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)ART111J

１.授業の概要・到達目標
この授業では主に舞踊・音楽・演劇をとりあげ，世界のさまざまな地域の音楽を，社会的な背景や歴史的文脈との関係から
文化として概説する。世界の多様な表演芸術に関する知識を得るとともに，幅広い音楽に対する感受性を養うことを到達目標
とする。

２.授業内容
第１回：音楽を文化として理解する
第２回：歌と共同体
第３回：リズムと身体
第４回：芸術と宗教（1） イスラム
第５回：芸術と宗教（2） ヒンドゥー
第６回：変身 演劇と儀礼
第７回：病気治療と芸能
第８回：音楽と自然環境
第９回：軍隊と音楽
第 10 回：伝統芸能と文脈
第 11 回：モノと身体
第 12 回：芸能における人形と人間
第 13 回：音楽と武術
第 14 回：音楽と舞踊

３.履修上の注意
五線譜が読めなくても楽器が演奏できなくても履修に問題なし。
なお当授業ではパワーポイントを使用するが，授業中のスライド撮影は特別な理由がない限り，原則として禁止。なお教科
書の構成どおりに進行するわけではなく，教科書にない内容も講義する。また講義の順番やタイトルは変更になることがあり
ます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習は必要ないが，復習・事後学習として，授業内で紹介するイヴェント（展覧会やコンサートなど）
，視聴覚資料，図書な
どから積極的に学び，講義内容の理解を深めてほしい。

５.教科書
指定しない。
６.参考書
増野亜子著 「声の世界を旅する」音楽之友社
増野亜子編・徳丸吉彦監修「民族音楽学 12 の視点」音楽之友社
野澤豊一・川瀬慈編『音楽の未明への思考』アルテス・パブリッシング
それ以外はその都度授業中に触れる。

７.成績評価の方法
期末試験の結果 100%

８.その他
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身体コミュニケーションＡ
（駿河台開講）

平山

満紀

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM242J

１.授業の概要・到達目標
2019 年度までは，サルサを代表とするペアダンス，コンタクトインプロヴィゼーションなど，身体コミュニケーションの実践
を中心とした授業をおこなっていた。
2020 年度には，2019 年度までの内容を大幅に替えて「セクシュアリティとコミュニケーション」というテーマで，座学でおこ
なった。セクシュアリティは，元来重要なテーマであり，昨今の時代的な変化も大きい一方で，日本社会ではまだタブー視が
強く大学でも取り上げている授業は稀であるので，学生たちの関心も高いことがわかったので，2021 年度は，
「セクシュアリテ
ィとコミュニケーション」を 7 割，サルサやコンタクトインプロヴィゼーションなどの実践を中心とした身体コミュニケーシ
ョンを考える内容を 3 割の配分でおこなった。2022 年も、この配分でおこなう予定。
もしも，身体コミュニケーションの実践が難しい状況なら，すべての回を「セクシュアリティとコミュニケーション」の内容
の座学とする。
「性はコミュニケーション」と言う人は多いが，日本の現実の性には，人が傷つくこと，不快になること，相手への不信感や疑
念，また自分自身の身体に関する不安，などコミュニケーションができていないための問題が多く生じている。しかも，性は
「下ネタ」
「猥談」でしか語られなかったため，これらの問題はまじめに議論されることがなかった。
国際的な動向をみると，20 世紀終わりから人権思想にもとづいた科学的なセクシュアリティ研究が進み，21 世紀には，それに
もとづいた包括的性教育が推進されている。日本はその動きに大きく立ち遅れているが，ここ数年は少しずつ人権を基盤とし
た考え方は浸透している。
この授業では，
「下ネタ」
「猥談」のもとで語られなかった現実を含め，日本人の性に関するコミュニケーションの問題状況を，
人権思想と科学的な研究にもとづいて，とらえなおしていく。以下のようなトピックを話題にする。
・性について誰と，どこで，どのようなトピックを，どのような話し方で話せるか？話せないか？
・自分の性的身体について，私たちはどのように認識して，どのように扱っているだろうか？
・人が性的主体になるとはどのようなことか？
・セクシュアルマイノリティへの気づかずにおこなっている差別とは？
・パートナーと，性について，どのようなトピックを，どのように話せるか？話せないか？
・性的同意とは？性的同意の意義はなにか？
・そのほか，学生の提案でセクシュアリティの他のトピックを取り上げることも可能。
到達目標は，現代日本社会のセクシュアリティのコミュニケーションの基本的状況を把握し，その問題点とその克服の方法を
十分理解すること。

２.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

イントロダクション セクシュアリティとコミュニケーションの概観
避妊をめぐるコミュニケーション
性の多様性への理解を促すコミュニケーション（1）
性の多様性への理解を促すコミュニケーション（2）
幼児からはじまる性教育
思春期の性教育 日本でもこんな性教育があったら！！
性的同意を考える
痴漢 「性の文化」から性犯罪へ
セクハラ
カップルのセックスレス なぜ日本の国民病のようになったか
ダンスのコミュニケーション（コンタクトインプロヴィゼーション）実践を通して考える
ダンスのコミュニケーション（ラテンペアダンス）
（１）実践を通して考える
ダンスのコミュニケーション（ラテンペアダンス）
（２）実践を通して考える
野口整体 実践を通して考える 総括

３.履修上の注意
第 11 回以降は，多目的スポーツルームでおこなう。動きやすい服装で参加してください（できるだけスカートではなく）
。
履修者には積極的な姿勢を望みます。
欠席が５回以上（５回を含む）になる場合単位を認めません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
身体コミュニケーションをとらえた動画を見たり，そのことの意味を語る文章を読む，自分の気付きを言葉にしてくるなどの
学習を，そのつどの指示にしたがいおこなうこと。

５.教科書
毎回資料を配布します。特定の教科書は用いません。

６.参考書
ユネスコ編『改訂版 国際セクシュアリティ教育ガイダンス』明石書店
関口久志『新版 性の幸せガイド』エイデル研究所 2017
村瀬幸浩監修，染谷明日香『オトコの子の「性」
』合同出版 2015
朝日新聞「女子組」取材班『オトナの保健室』集英社
ほかそのつど紹介する。

2020

７.成績評価の方法
期末レポートを執筆してもらう。これが 40％の比重。
加えて，授業の参加・授業内の議論への貢献度＋毎回書いてもらうレスポンスカードをあわせて 60％の比重。
両者をあわせて 100％の比重の総合評価を成績評価とする。

８.その他
授業内ではディスカッションを多くおこなうが，学生は自分の体験について話す必要はない。自分の体験を離れてセクシュア
リティに関して，知識や考察に関して話せばよい。日本では公の場で性について語る機会が非常に少ないので，どのように発
言するとよいか迷う方もいると思うが，この授業を練習の場として生かしてほしい。
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身体コミュニケーションＡ

田中

聡

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM241J

１.授業の概要・到達目標
この授業は通常、実技を中心としているが、そのほとんどは他者との接触をともなうため、おそらく今期も、実技を中心と
することはできないと思われる。そのため、文献をもとにした考察を中心とし，もし状況的に可能であれば，感染対策を配慮
したうえで，多少の実技も加えることにする。
この授業でいう身体コミュニケーションとは，ジェスチャーのような身体表現のことではなく、身体間に起こる出来事とし
ての交流のことである。そのような交流について検討することを通じて、身体や感覚、そしてコミュニケーションについてと
らえ直すことを、この授業の目的とする。
そのために、諸分野での研究を参考としつつも、おもに日本の古典、とくに『万葉集』の歌を題材として、古代人の感覚、身
体観をできるだけ実感的に理解するようにつとめる。そうすることで現代人の常識的な狭く限定された感覚、身体観を相対化
し、コミュニケーションするものとしての身体を見出すことができるだろう。それは、私たち現代人の生から失われているも
のについて自覚することでもある。

２.授業内容
第１回：イントロダクション：身体とコミュニケーション
第２回：身体の社会性：身体について考えることの意味と方法
第３回：「触れる」１ 仮想現実的テクノロジーにおける存在感・触覚再現
第４回：「触れる」２ 高村光太郎の触覚論
第５回：「触れる」３ 古代日本の「触る」
第６回：「在る」 古代日本の「ある」
第７回：「見る」１ 古代日本の「見ゆ」
第８回：「立つ」 古代日本の「立つ」
第９回：「匂う」 「匂ふ」の力
第 10 回：
「聞く」 「聞く」と自己
第 11 回：
「見立て」と「風流」
第 12 回：言語と身体
第 13 回：根拠と表出の中間領域
第 14 回：身体の多数性と創造性
＊ただし状況，必要に応じて講義内容は変更する。

３.履修上の注意
状況次第ではあるが，実技を行うので，動きやすい服装で出席されたい。実技指導の都合上，受講者数は 30 人までとし，希望
者が多い場合は抽選を行う。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に不明なことがあればその場で，後から疑問に思ったことは次回の授業で質問してほしい。

５.教科書
とくに定めない。

６.参考書
とくに定めない。

７.成績評価の方法
平常点５0％ 期末レポート５0％
授業期間中に不定期に数回，レポート等の提出を課し，その提出状況および内容を平常点とする。

８.その他
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身体コミュニケーションＢ

波照間

永子

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)COM241J

１.授業の概要・到達目標
授業の概要
沖縄では，旧盆になると，太鼓をもった若者たちが勇壮な舞「エイサー」を披露します。にぎやかな舞と太鼓の響きは，先祖
の霊をもてなし送り出すという重要な役割をもっています。また，その芸態の魅力は沖縄系移民によって世界各地に伝えられ，
移住先の文化と融合し「新エイサー」New Eisa と呼ばれる新たな太鼓パフォーマンスを創造していています。
本授業では，
「エイサー」の実習を通して，身体によるコミュニケーション能力を身につけるとともに，受講生の感性を生か
した作品づくり「創作法」を習得します。
到達目標
１ 社会と芸能の関わりを，
「身体による実践」を通して理解する。
２ グループワークによる創造活動を実践し，
「身体」によるコミュニケーションの特性を考察する。

２.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

イントロダクション（授業の目的・計画・評価の方法）
伝統的な「エイサー」の習得①
伝統的な「エイサー」の習得②
「新エイサー」の習得①
「新エイサー」の習得② 太鼓パフォーマンスの創作方法（作曲・編曲・選曲・構成など）
太鼓パフォーマンスの創作（グループワーク）①
太鼓パフォーマンスの創作（グループワーク）②
太鼓パフォーマンスの創作（グループワーク）③
太鼓パフォーマンスの創作（グループワーク）④
中間発表会と講評
太鼓パフォーマンスの推敲①
太鼓パフォーマンスの推敲②
成果発表会と講評
成果発表会記録映像鑑賞とレポート執筆

第２回～第 10 回では、上記の実技の前に次のテーマについて講義を実施する。
沖縄語, 琉歌, 踊りの歌詞
舞踊創作法（動きを構成する要素）
コミュニケーションの基礎理論
沖縄イメージの変容と芸能

３.履修上の注意
本授業は，実際に身体を通して学び，自らの表現の世界を拓くワークショップ型の授業なので，積極的な姿勢で参加すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業の内容に即し，課題を提示してレポートを提出してもらう。また，創作に際して短いフレーズの振付等，実技関連の課題
を課すこともある。

５.教科書
授業時に必要な資料を配布する。

６.参考書
授業時に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
平常点：60％，レポート：20％，作品：20％

８.その他
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メディア・アート

畠中

実

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)ART211J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
コンピュータをはじめとする同時代のさまざまなメディア・テクノロジーを使用した芸術表現である「メディア・アート」に
ついて，それに先立つテクノロジーを使用した芸術表現など，その起源を遡行・参照することで，現在のメディア・アートが含
む多様な表現の意味や意義を考察する。
「メディア・アートとは何か」といったことを，形式的に定義していくのではなく，さまざまな作品や事例にもとづいて講義
を行なう。メディア・アートの前史としての美術における表現技法がどのように継承され，どのように変化してきたのかなど，
広いパースペクティヴでメディア・アートをとらえていく。
【到達目標】
「メディア・アートにおける現在性とは何か」ということを，メディア・アートをとりまく文化的，社会的な周辺状況を踏まえ
ながら考察することを通じて，同時代的メディア環境における表現のあり方ついて理解，思考できるようになること。また，
メディア・アートが現代に固有の表現であるだけではなく，美術史の中にどのように位置づけられるのかを，美術のみならす
科学技術史などの観点からも把握できるようにする。

２.授業内容
第１回：ガイダンス メディア・アートとは何か？
第２回：メディア・アートはなぜそう呼ばれるか メディア・アート のキーワード
第３回：メディア・アートはなぜそう呼ばれるか メディア・アート のキーワード
第４回：メディア・アート前史としてのヴィデオ・アート ナムジュン・パイク
第５回：マクルーハンはメディア・アート を予見したか
第６回：メディア・アート前史としてのヴィデオ・アート ビル・ヴィオラ
第７回：インタラクティヴであることとはなにか
第８回：メディア・アートによる考古学 1 映像編
第９回：メディア・アートによる考古学 1 音楽編
第 10 回：インターメディアとパフォーマンス
第 11 回：音楽と美術のあいだ
第 12 回：夢の具現化 発明
第 13 回：20 世紀美術とテクノロジー
第 14 回：メディア・アート の現在 ライゾマティクス

1
2

３.履修上の注意
毎回授業ごとに講義のムービーと，資料を配布するオンデマンド授業を実施する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
講義において，キーワードや固有名，専門用語などが頻出するので，授業後に各自調べることと，配布プリントのテキストの
読むこと。

５.教科書
毎回授業ごとに資料を配布する。

６.参考書
『メディア・アート原論』久保田晃弘，畠中実（フィルムアート社）2018 年

７.成績評価の方法
出席は，毎回の授業ごとの感想の提出によってとる。出席は 6 割以上あること。その上で，評価課題（レポート）をもって採
点する（100％）
。ただし，出席の足りないものには，その他提出物などで補填する。

８.その他
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デジタルアートⅠ

宮川

渉

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ART311J

１.授業の概要・到達目標
情報社会の現在，音楽におけるコンピュータの役割も多様化している。その結果，音楽の創作は今までになく誰にでも気軽
に取り組むことが可能になりつつある。
この講義では，新しいテクノロジーを利用した音楽表現を習得する。まずは録音やオーディオ編集を中心に作業を進め，音
楽制作ソフトを使って作品制作に取り組む。ここではこの方法論に基づくミュージック・コンクレートのコンセプトを理解す
る。次に楽譜作成ソフトの操作の習得を通じて音楽理論を学ぶ。これらの経験を通じて個々の創造性を高めることを目指し，
現在のテクノロジーの可能性と問題点などを検証する。

２.授業内容
（１）a のみ：イントロダクション
（２）音楽制作ソフト（１）
（３）ミュージック・コンクレート
（４）録音
（５）音楽制作ソフト（２）
（６）音楽制作ソフト（３）
（７）楽譜作成及び音楽制作ソフト（１）
（８）楽譜作成及び音楽制作ソフト（２）
（９）作品制作（１）
（10）合評会（１）
（11）音楽理論（１）
（12）音楽理論（２）
（13）作品制作（２）
（14）合評会（２）
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
音楽経験者か未経験者かは問わないが，音楽を制作するためには多くの時間が必要となるため，意欲と時間が必要とされる。
音楽制作ソフトは，Studio One Prime，楽譜作成ソフトは，Finale NotePad を使う予定である。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
作業が中心の授業なので紹介する内容を復習するだけでなく，その成果をどのように自身の作品制作に生かせるかを意識して
作業に取り組むこと。

５.教科書
特に定めない。

６.参考書
『Studio One 4.x 徹底操作ガイド』

藤本健（リットーミュージック）2020 年

７.成績評価の方法
平常点 20％，授業への取り組み 20％，課題制作 60％

８.その他
秋学期のデジタルアートⅡの履修には，このデジタルアートⅠを履修する必要がある。
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デジタルアートⅠ〔Ｍ〕

佐野

典秀

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ART316J

１.授業の概要・到達目標
3DCG のモデリングの基礎，座標変換，テクスチャなどの表面設定，UV マッピング，回転体，掃引体の生成方法，立体の生成
方法，立体の変形，複製の利用などについて講義する。
3DCG の基本的な概要を理解しながら実際の 3DCG 静止画像を作成できるようになることを到達目標とする。

２.授業内容
第１回：3DCG のモデリング，3DCG 制作用ソフトウェアについて[メディア授業（オンデマンド型）]
第２回：基本立体（立方体，球，円柱･･･）の生成[メディア授業（オンデマンド型）]
第３回：回転体，掃引体[メディア授業（オンデマンド型）]
第４回：基本立体の変形[メディア授業（オンデマンド型）]
第５回：立体の移動，回転，拡大・縮小[メディア授業（オンデマンド型）]
第６回：表面設定①（色，質感）[メディア授業（オンデマンド型）]
第７回：表面設定②（テクスチャ・画像マッピング）[メディア授業（オンデマンド型）]
第８回：表面設定③（ＵＶマッピング）[メディア授業（オンデマンド型）]
第９回：材質設定[メディア授業（オンデマンド型）]
第 10 回：彫刻の設定[メディア授業（オンデマンド型）]
第 11 回：立体の変形[メディア授業（オンデマンド型）]
第 12 回：実際の形状の制作[メディア授業（オンデマンド型）]
第 13 回：複製を利用する[メディア授業（オンデマンド型）]
第 14 回：3DCG のモデリングのまとめ[メディア授業（オンデマンド型）]

３.履修上の注意
この授業はメディア授業科目として開講されます。授業はすべて、講義動画を Oh-o! Meiji システムと第３回以降の奇数回
は e-meiji を通じて配信されるオンデマンド型で行ないます。
講義動画は原則毎週月曜日に Oh-o! Meiji システム、または e-meiji （第３回以降の奇数回）を通じて配信し、授業動画は
当該期間中の視聴を可能とします（本授業の e-meiji の動画は、公開期間を設定しますが、公開期間終了後も視聴可の設定と
します。ただし、前の回の視聴を確実に終了しないと、次の回のリンクが表示されない設定になります。もし、視聴のリンクが
表示されない場合は、前の回に戻って視聴後、確実に「終了」ボタンを押しましょう。
）
毎回の講義動画に対して、コンピュータを利用した作業を伴う課題作品の提出を求め、出席確認及び理解度確認を行ないま
す。また、Oh-o! Meiji クラスウェブのディスカッション機能等を活用し、意見交換の場を設けます。教員への質問・相談窓
口として、e-meiji の質問 BOX、Oh-o! Meiji の課題提出欄とコメント欄等を活用します。
本授業の履修者は自宅において，PC とインターネットに接続できる環境の準備をお願いします。授業で使用するソフトウェ
アは，Metasequia 4（tetraface Inc.）です。大学の自習室では有償版が使えますが，ご自宅での作業では無料版で十分です。
次の URL から無料版がダウンロードできます。
（https://www.metaseq.net/jp/download/）
Metasequia 4 の PC の必要スペックはこちらで確認して下さい。
（https://www.metaseq.net/jp/feature/）なお，授業内で解説
する機能だけであれば，このような高スペックは必要としません。既にご自宅に PC がある人は，その PC で十分です。OS は
Windows でも，Mac でも対応しています。
（ただし，Mac の場合，授業解説の映像，および Web の説明画面にて Windows 版を使い
ますので，若干のご不便をおかけします。大学の自習室 PC が利用不可の状況となった場合に自宅にて課題制作作業ができるよ
うに，PC とインターネットに接続できる環境の準備をお願いします。
）
授業の内容は，次の URL から確認ください。第１講～第 15 講まで昨年の履修者の課題提出作品もご覧いただけます。
（http://www.isc.meiji.ac.jp/~nsano/Digital_Art_I/DiA_I/DiA_1_15.html）第３回，５回，７回，９回，11 回，13 回の授業
は，e-meiji に用意された映像を見ながら進めていただきます。課題の提出先は，Oh-o! Meiji になります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回，授業内容に沿った課題作品の提出を求めるので，Ｗｅｂやテキスト等で授業内容を振り返りながら，課題作品を制作し
提出すること（２時間）
。また，次の回の内容について，Ｗｅｂやテキスト等に目を通しておくこと（２時間）
。
※対面形式での試験は行ないません。

５.教科書
加茂恵美子『Metasequoia 4 CG テクニックガイド』
（工学社，2014 年）

６.参考書
海川 メノウ『メタセコイア 4 マスターブック―3DCG モデリングの基本と応用』
（カットシステム，2013 年）

７.成績評価の方法
講義動画の視聴と質問 BOX 及びクラスウエブのディスカッション機能の利用 20%，各回の課題作品 30％，期末最終課題作品 50％
3DCG の特徴をしっかりと理解して作品制作に活かしているかを重視する。

８.その他
秋学期のデジタルアートⅡの履修にはこのデジタルアートⅠの履修申請が必要である。
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デジタルアートⅡ

宮川

渉

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ART311J

１.授業の概要・到達目標
デジタルアートⅠに引き続き新しいテクノロジーを利用した音楽表現を習得し，より広い表現力を身につける。ここではま
ず MIDI やシンセサイザーについて学ぶ。またこれらのテクノロジーを使用するための応用的な音楽理論を学習し，それらが電
子音楽やポピュラー音楽などで，どのように活用されてきたか理解する。履修者はこれらを身に付けるために，自分自身で選
択した既存の曲のアレンジに取り組む。
次に映像と音楽の関係を実際に映像に音楽をつけることによって学びながら，現在，映像と音楽ではどのような表現が可能
なのか，映画やメディアアートなどを題材に考察する。

２.授業内容
（１）a のみ：イントロダクション
（２）MIDI（１）
（３）MIDI（２）
（４）音楽理論（１）
（５）音楽理論（２）
（６）音楽理論（３）
（７）シンセサイザー
（８）合評会（１）
（９）映像と音楽（１）
（10）映像と音楽（２）
（11）サウンド編集（１）
（12）サウンド編集（２）
（13）作品制作
（14）合評会（２）
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

３.履修上の注意
Ⅰに引き続き Studio One Prime を使用する。オーディオ編集のために Audacity も用いる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
作業が中心の授業なので紹介する内容を復習するだけでなく，その成果をどのように自身の作品制作に生かせるかを意識して
作業に取り組むこと。

５.教科書
特に定めない。

６.参考書
『現代音楽ｘメディアアート』 中村滋延（九州大学出版会）2008 年
『Studio One 4.x 徹底操作ガイド』 藤本健（リットーミュージック）2020 年

７.成績評価の方法
平常点 20％，授業への取り組み 20％，課題制作 60％

８.その他
デジタルアートⅡの履修には，デジタルアートⅠを履修していること。
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デジタルアートⅡ〔Ｍ〕

佐野

典秀

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)ART316J

１.授業の概要・到達目標
3DCG のアニメーションの基礎，物体のさまざまな動き，パスアニメーション，ボーンの設定，オブジェクトの親子関係，キ
ーフレームアニメーション，ＩＫ（インバースキネマティックス）
，スケルトン・アニメーションなどについて講義する。
3DCG アニメーションの基本的な概要を理解しながら実際の 3DCG アニメーションを作成できるようになることを到達目標と
する。

２.授業内容
第１回：3DCG アニメーションについて，3DCG アニメーション制作ソフトウェアについて[メディア授業（オンデマンド型）]
第２回：直線移動する物体のアニメーション[メディア授業（オンデマンド型）]
第３回：回転する物体のアニメーション[メディア授業（オンデマンド型）]
第４回：振動する物体のアニメーション[メディア授業（オンデマンド型）]
第５回：蛇行移動する物体のアニメーション[メディア授業（オンデマンド型）]
第６回：大きさの変化する物体のアニメーション[メディア授業（オンデマンド型）]
第７回：パスアニメーション①（パス上を等速で移動）[メディア授業（オンデマンド型）]
第８回：パスアニメーション②（パス上を加減速して移動）[メディア授業（オンデマンド型）]
第９回：アーマチュアの設定[メディア授業（オンデマンド型）]
第 10 回：スケルトン・アニメーション① ボーンを動かす[メディア授業（オンデマンド型）]
第 11 回：スケルトン・アニメーション② ＩＫの利用[メディア授業（オンデマンド型）]
第 12 回：スケルトン・アニメーション③ モーションキャプチャ[メディア授業（オンデマンド型）]
第 13 回：アニメーション動画編集作業[メディア授業（オンデマンド型）]
第 14 回：３DCG アニメーションのまとめ[メディア授業（オンデマンド型）]

３.履修上の注意
この授業はメディア授業科目として開講されます。授業はすべて、講義動画を Oh-o! Meiji システムと第３回以降の奇数回
は e-meiji を通じて配信されるオンデマンド型で行ないます。
講義動画は原則毎週月曜日に Oh-o! Meiji システム、または e-meiji （第３回以降の奇数回）を通じて配信し、授業動画は
当該期間中の視聴を可能とします（本授業の e-meiji の動画は、公開期間を設定しますが、公開期間終了後も視聴可の設定と
します。ただし、前の回の視聴を確実に終了しないと、次の回のリンクが表示されない設定になります。もし、視聴のリンクが
表示されない場合は、前の回に戻って視聴後、確実に「終了」ボタンを押しましょう。
）
毎回の講義動画に対して、コンピュータを利用した作業を伴う課題作品の提出を求め、出席確認及び理解度確認を行ないま
す。また、Oh-o! Meiji クラスウェブのディスカッション機能等を活用し、意見交換の場を設けます。教員への質問・相談窓
口として、e-meiji の質問 BOX、Oh-o! Meiji の課題提出欄とコメント欄等を活用します。
本授業の履修者は自宅において，PC とインターネットに接続できる環境の準備をお願いします。授業で使用するソフトウェア
は，Blender です。Blender の最新版は Blender Ver.3.0 ですが，私のホームページや，e-meiji でのメディア授業での画面表
示，大学の教室の PC では Ver.2.78 になります。Blender は Ver.2.8 以降で大きく画面表示が変更になりました。もし，PC に
慣れている方は，最新版 Ver.3.0 でも結構ですが，初級者の方は，Ver.2.78 のご利用をお薦めします。Blender は無料ソフト
ウェアですので，ご自宅の PC にインストールして授業に備えましょう。次の URL からダウンロードできます。
Blende Ver.2.78 （推奨）
（https://download.blender.org/release/Blender2.78/）
Window の方は，
「blender-2.78-windows64.zip」などを
MacOS の方は，
「blender-2.78-OSX_10.6-x86_64.zip」などを
ダウンロードして解凍してインストールしましょう。
最新版 Blende Ver.3.0 （PC と Blender に慣れている方の場合）
以下から，Ver.3.0 がダウンロードできます。
（https://www.blender.org/download/）
OS は Windows でも，Mac でも対応しています。
授業の内容は，次の URL から確認ください。第１講～第 15 講まで昨年の履修者の課題提出作品もご覧いただけます。
（http://www.isc.meiji.ac.jp/~nsano/Digital_Art_II/DiA_II/DiA_2_14.html）
授業は第３回から奇数回は，メディア授業で e-meiji に用意された映像を見ながら進めていただきます。課題の提出先は，Oho! Meiji になります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回，授業内容に沿った課題作品の提出を求めるので，Ｗｅｂやテキスト等で授業内容を振り返りながら，課題作品を制作し
提出すること（２時間）
。また，次の回の内容について，Ｗｅｂやテキスト等に目を通しておくこと（２時間）
。

５.教科書
大澤龍一『無料ではじめる Blender CG アニメーションテクニック ~3DCG の構造と動かし方がしっかりわかる 【Blender 2.8
対応版】
』
（技術評論社，2019 年）

６.参考書
海川 メノウ『Blender 2.7 ガイド& 3DCG 基本作品制作』
（カットシステム，2014 年）
藤堂十十『Blender 2.7 マスターブック スカルプト＆シミュレーション編』
（カットシステム，2015 年）
大澤龍一『無料ではじめる Blender CG イラストテクニック ～3DCG の考え方としくみがしっかりわかる』
（技術評論社，2016
年）

７.成績評価の方法
講義動画の視聴と質問 BOX 及びクラスウエブのディスカッション機能の利用 20%，各回の課題作品 30％，期末最終課題作品 50％
3DCG アニメーションの特徴をしっかりと理解して作品制作に活かしているかを重視する。
※対面形式での試験は行ないません。

８.その他
デジタルアートⅡの履修にはデジタルアートⅠの履修申請が必要である。
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デジタルプレゼンテーション

久保田

達之助

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM361J

１.授業の概要・到達目標
この授業は企業における新入社員で必要なスキルレベルのプレゼンテーションができるようにします。
企業ではひとりのチカラも必要ですが，チームでひとつのものを作成しやり遂げるチカラも必要です。
今回は現役大手民間企業取締役が指導します。
プレゼンのストーリー作り，情報の集め方や分析，聞き手の理解を促進するプレゼン資料の作成実習を行います。そして，
プレゼンを行いフィードバックし，グループワークを通して，ディスカッション，まとめ方，質問や答え方などの実践的なコ
ミュニケーションスキルも体得します。これらは，企業が人材に求める基本的なスキルであるとともに，社会生活においても
役に立ちます。
最終的には，自分の意見や主張を聞き手に伝えて，理解を得たり説得したりするプレゼンスキルと円滑なコミュニケーショ
ンスキルを身につけることが目的です。

２.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

イントロダクション（授業の内容と自己紹介）
企業における最新のプレゼン資料作成のポイント（１）
企業における最新のプレゼン資料作成のポイント（２）
個人課題と演習
個人課題プレゼンテーション
課題（１）とグループワーク
グループワーク
グループワーク
課題（１）のプレゼンテーション実習
課題（２）とグループワーク
グループワーク
グループワーク
課題（２）のプレゼンテーション実習
まとめ（質疑応答）

３.履修上の注意
PowerPoint を使えること。
積極的にコミュニケーションと取ること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
資料作成等授業外での予習が必要になる。

５.教科書
特になし。
必要に応じて都度案内する。

６.参考書
７.成績評価の方法
プレゼンテーション課題５０％，グループワーク３０％，授業への取り組み２０％

８.その他
現役大手企業取締役が指導する為，企業が求める人財育成を行う。講師は大手旅行会社，大手化粧品会社，大手日用品会社で
マーケティング責任者を歴任。採用にも携わり就職活動のアドバイスも行う。

536

非言語コミュニケーション

小山

慎治

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM341J

１.授業の概要・到達目標
本授業は，人間のコミュニケーションにおいて言語メッセージ同様にメッセージとして機能する非言語行動について理解を
深めることを目的とする。私たちはことばによるやり取りの際にも，相手の表情や身振り手振り，話しぶりなどから多くの情
報を受け取っている。このような非言語メッセージが人間のコミュニケーションにどのような影響を及ぼすのかをコミュニケ
ーション研究の知見や具体的な事例を通じて考えてもらいたい。授業ではコミュニケーションに関わる諸概念，理論等を学ぶ
が，適宜グループ活動を取り入れ，理論と実践両局面から非言語コミュニケーションへの理解が深まるよう配慮する。

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

コース説明
非言語コミュニケーションとは
外見的特長
ジェスチャーと動作
表情・視線
音声
人コミュニケーションと非言語行動（非言語行動の実践と観察）
対人コミュニケーションと非言語行動（非言語行動の実践と観察＜２＞）
空間・テリトリーおよび接触・近接性
言語コミュニケーションと非言語コミュニケーション
言語メッセージと非言語メッセージの同調・補完
言語メッセージと非言語メッセージが相反する場合
文化と非言語コミュニケーション
まとめ

３.履修上の注意
授業においては，グループ活動を多く取り入れる予定である。積極的に活動に参加し，クラスを活性化してくれる学生を特に
歓迎する。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
事前に配布する資料を読んだ上で授業に参加すること。

５.教科書
特に指定しない。

６.参考書
V. P. リッチモンド・J. C. マクロスキー著（山下耕二編訳）
『非言語行動の心理学』北大路書房，2006 年

７.成績評価の方法
定期試験（60%）
，クラスでの課題（20%）
，平常点（20%）の割合で評価する。
なお，定期試験では，基礎的知識および非言語コミュニケーションをめぐる諸問題についての理解力を問う予定である。

８.その他
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メディア教育論

小田

光康

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM361J

１.授業の概要・到達目標
メディア、とりわけ活字メディアで使用される言語やその文法についてのリテラシーを養う。報道記事の基本的なスタイル、
報道記事の種類、報道記事の構成、分野ごとの報道記事の特徴、報道写真の撮影と編集などについて学んだうえで、記事執筆
と写真撮影の実習も採り入れ、ベーシックなジャーナリズムの文章術と写真術を修得することを到達目標とする。
一方で、ジャーナリズムの文脈を掴むには各種時事問題にアンテナを張り、それについて自ら考え他者と議論することが求め
られる。このため毎回の授業で定められた時事問題についての簡単なグループ発表を実施し、それについて教室全体で議論す
る。これにより日々刻々と変化する概略的な社会の様相についての理解を深めることを到達目標とする。

２.授業内容
第１回 イントロダクション
「メディア言語論」授業の目的と概要を説明する。導入として，朝日新聞や日本経済新聞といった新聞紙面を提示し，そこに
含まれるさまざまな記事が，さまざまな書き方がされていることを紹介する。また，
「本文」
，
「サイド」
，
「雑感」といったさま
ざまな記事が集まって一つのテーマについて表現されていることを学ぶ。このような事柄を紹介したうえで，情報コミュニケ
ーション学内のメディア言語論の位置づけや学ぶ意味・必要性を解説する。さらに，授業の目的と概要，授業の進行方法や評
価方法，そして学生がすべての講義を受講後に理解してもらいたい知識・経験を解説する。
第２回 記事の要件
報道記事の要件の第一は正確性である。記事を成立させる正確性の３つのポイントを解説する。また，その記事内容の正確性
を担保するため，また，記事内容の信頼性を担保するための情報源の明示と，情報源の危機から守るための情報源の秘匿をそ
れぞれ解説する。また，記事の中立公正性や客観性の意味と問題点をジャーナリズム発達史から観察する。また，米国の
Objective reporting（客観的報道）の定義と日本の客観報道との差異について説明する。さらに精選・簡潔かつ明瞭という要
件についても解説する。
第３回 ニュース価値
ニュースの定義とニュース価値について解説する。国内や諸外国で用いられているニュースの定義をそれぞれ説明する。また，
時間性，インパクト，著名性，近接性，対立，異常性，流行，必要性といったニュース価値を決定する８つの要因について説明
する。さらにニュースの重みを決定する外部的要因，例えば，締め切り時間，紙面上の制約，他社との競合についてそれぞれ解
説する。
第４回 報道記事の基本スタイル（１）記事の形態と構成、時事問題発表（１）
本記，雑感，サイド，解説，社説，コラム，座談会・対論，写真グラフ，外電，広告特集，図表・イラスト，投稿・読者欄とい
った記事の種類それぞれについて事例を使いながら解説する。また，見出し，リード，本文から構成される逆三角形型の記事
構成について解説する。
第５回 報道記事の基本スタイル（２）タイトル（見出し）
、時事問題発表（２）
タイトル（見出し）の定義と重要性について解説する。精選・簡潔かつ明瞭な用語から構成され，記事で最も重要なパーツがタ
イトルであることを理解させる。ニュース価値と連動したタイトルの付け方のポイントを解説した後に，記事の事例を示して
学生にタイトル付けの実習を行う。
第６回 報道記事の基本スタイル（３）リード、時事問題発表（３）
記事内容の概要を伝えるリード文の定義と重要性について解説する。５W１H を骨組みとした記事の基本形について，事例を用
いながら解説した後，官庁・企業の報道資料を利用したリード文執筆の実習を行う。
第７回 報道記事の基本スタイル（４）本文、時事問題発表（４）
リード文を受けてリードの各パーツを解説する本文の意義や構成について解説する。官庁・企業の報道資料を利用したリード
文執筆の実習を行う。
第８回 メディア言語論実習（１）
、時事問題発表（５）
新聞記事を読み，タイトルをつける実習を行う。
第９回 メディア言語論実習（２）
、時事問題発表（６）
実際の報道資料を使ってタイトルを付ける実習を行う。
第 10 回 メディア言語論実習（３）
、時事問題発表（７）
課題写真の編集実習と講評行う。
第 11 回 メディア言語論実習（４）
、時事問題発表（８）
第 12 回 メディア言語論実習
期末レポートのための編集会議実習。マスコミで行われている編集会議を模して，期末レポートのための会議を行い，レポー
ト内容の提案とそれについての議論を行う。
第 13 回 メディア言語論実習
期末レポートのための編集会議実習。マスコミで行われている編集会議を模して，期末レポートのための会議を行い，レポー
ト内容の提案とそれについての議論を行う。
第 14 回 まとめ

３.履修上の注意
授業中に各週の時事問題について簡単なディスカッションを行う。新聞各紙（２～３紙）の主要記事を毎日必ず読み，時事問
題について慣れ親しんだうえで授業に参加し，積極的に発言すること。授業参加度は教員からの質問に対する回答内容で評価
します。時事問題を知っていることを前提に授業を進めるので，時事問題について無知であった場合は減点対象とします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
新聞やテレビのニュース番組を見て時事問題をよく理解しておくこと。

５.教科書
花田達朗・ニューズラボ研究会編『実践ジャーナリスト養成講座』平凡社，2004 年

６.参考書
本多勝一著『日本語の作文技術』朝日文庫，1982 年
共同通信社編『記者ハンドブック第 12 版 新聞用字用語集』共同通信社，2010 年，
Norm Goldstein The Associated Press Stylebook Basic Book,2004

７.成績評価の方法
毎回の授業の参加度と小レポート（80％）、授業で学んだ報道記事スタイルの期末レポート（二千字程度）（20％）で評価しま
す。出席三分の二以上を評価対象とします。

８.その他
日々刻々変化する社会情勢を把握できる能力を身につけましょう。

538

メディア教育論

大橋

崇行

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)COM361J

１.授業の概要・到達目標
【授業の概要】
本講義は小説の企画・制作の進め方について体験的に学ぶとともに、小説がジャンルやカテゴリごとにどのように異なる書
き方、様式、価値観を持っているのかを分析的に把握し、小説という表現メディアがどのようなものであるのかについて総体
的に理解することをめざす。また、履修者が執筆した小説をお互いに読み合うことを通じて、小説を批評的に読解、分析する
方法を身につける。
【到達目標】
・小説の企画の立て方について理解し、実際に企画書を執筆することができるようになる。
・小説にはどのようなジャンル、カテゴリがあるのかを把握し、それぞれの特徴について他者に説明することができるように
なる。
・実際に小説を執筆し、作品として完成させることができるようになる。
・他の執筆した小説を読解し、批評的な文章を書くことができるようになる。

２.授業内容
第 1 回：授業ガイダンス
第 2 回：企画書とは何か
第 3 回：企画書の執筆方法
第 4 回：小説のジャンルとカテゴリ
第 5 回：小説の現在
第 6 回：小説の書き方① 小説の語り
第 7 回：小説の書き方② 視点・視覚を作る
第 8 回：小説の書き方③ 地の文の叙述
第 9 回：小説の書き方④ 場面と構成の考え方
第 10 回：校正・校閲の方法と考え方
第 11 回：批評会①
第 12 回：批評会②
第 13 回：書評を書く
第 14 回：まとめ

３.履修上の注意
授業を通じて、小説の企画書、小説作品、書評を執筆し、提出することが必要になります。また、小説の書き方については課題
プリントに沿って進めるので、その提出が求められます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業内では企画書のテンプレートやプリントに書き込みながら進めますが、授業内で終わらない分は授業外学修となります。
また、小説や書評の執筆についてはすべて授業外学修となるので、予習・復習としての執筆時間がかなり多くなることに留意
して下さい。

５.教科書
特に指定しない。

６.参考書
授業内で適宜指示する。

７.成績評価の方法
企画書（20％）
、課題プリント（20％）小説作品（40％）
、履修者の小説評（20％）で評価します。すべての提出物が揃っている
場合に評価対象とします。

８.その他
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リサーチリテラシー科目

540

科学リテラシー

山本

輝太郎

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)STS161J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
科学リテラシーでは科学的なものの見方・考え方，科学の営みの有効性や限界を学び，個人や社会の問題を解決するための一
助となるスキルの獲得を目指す。ここでは単に自然科学的な知識の増進でなく，社会科学や人文科学を含む包括的な「科学の
考え方」の基盤的なスキルの習得を目的とする。具体的には，
「科学的な営み」に関する歴史的な議論およびピアレビューや学
会といった科学の社会的側面について解説しつつ，ランダム化比較試験（RCT）やメタ分析などの現代科学で重要視される「エ
ビデンス」の読み解き方を実際のデータに基づき学習する。授業では特に，一見すると科学的根拠があるかのようにみえるが
実は根拠に乏しい「疑似科学」を中心に扱い，具体事例として取り上げる。頻出する疑似科学のテクニックを読み解きながら，
情報の真偽を自身で判断できるようになることを目指す。
【到達目標】
・日常生活における科学的成果の寄与を把握する
・科学的な方法論の「切れ味の鋭さ」や限界，暫定性について理解する
・疑似科学的情報の問題点を指摘できるようになる
・科学情報が一般市民に伝わる伝達の構造を理解する

２.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

イントロダクション
科学とは何か？：「科学の営み」
，日常生活における科学の成果の寄与
科学と疑似科学の境界設定
疑似科学を特徴づけるもの
プラグマティックなアプローチ：科学リテラシーに関する現代的な課題
理論の観点：「論理性」「体系性」
「普遍性」
データの観点：「再現性」
「客観性」
理論とデータの関係性の観点：「妥当性」
「予測性」
社会的観点：「公共性」「歴史性」
「応用性」
科学的根拠の「有無」と「強弱」①：エビデンスピラミッド
科学的根拠の「有無」と「強弱」②：RCT，メタ分析
科学的根拠の「有無」と「強弱」③：コクラン共同計画
科学と社会：先端科学のゆらぎ，科学の暫定性
まとめ

３.履修上の注意
「科学」と聞くといわゆる理系的素養が必要なように感じるかもしれないが，講義内で複雑な数式や専門用語はほとんど用い
ない。中学・高校などで理系科目が苦手だった学生にこそおすすめである。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
・授業内で紹介する参考書を読み，理解を深める
・授業内容をノートにとり，整理する
・授業内で指示する課題を実施する

５.教科書
指定しない。授業内で適宜資料を配布する。

６.参考書
石川幹人（2016）
：
『なぜ疑似科学が社会を動かすのか』PHP 新書
伊勢田哲治（2003）
：
『疑似科学と科学の哲学』名古屋大学出版会
石川幹人・渡辺恒夫編著（2004）
：『入門マインドサイエンスの思想』新曜社
野家啓一（2015）
：
『科学哲学への招待』ちくま学芸文庫

７.成績評価の方法
期末テスト（70％）
，出席およびコメントなどの授業平常点（30%）

８.その他
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数理リテラシー

船越

正太

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)MSM111J

１.授業の概要・到達目標
この講義では，専門的な研究や社会生活で必要な数学の基礎理論を学ぶ。自然現象や社会現象をはじめ，さまざまな分野の
現象を関数としてとらえ，関数の値の動きを分析する最も強力な手段である微分法について学ぶ。また，預貯金やローンの金
利計算など日常生活で使われる数列の概念についても学ぶ。
実用上の問題の数学的な本質を追求して，論理的に分析・表現し，解決すること，そしてその結果を他人に論理的に説明で
きることを到達目標とする。数学の勉強を通じて身に着けた数学的な考え方，論理的思考力は，一般社会に出て様々な仕事を
する上で大きな助けになる。どの様な数学が必要な事柄であるかを見極めて，それらを道具として自由に使えるように，繰り
返し練習して理解していくことが重要である。

２.授業内容
第１回：損益分岐点（企業の収益体質表す）
第２回：ドル・コスト平均法（定額購入法）
第３回：2 次関数（独占市場での価格）
第４回：指数関数（急速に変化する関数）
第５回：対数関数（緩慢に変化する関数）
第６回：微分係数と導関数（最も効果的な科学研究の道具）
第７回：導関数の計算（複雑な関数を微分する）
第８回：いろいろな関数の導関数（ネイピア数とは何か）
第９回：微分法のまとめ
第 10 回：経済学での微分（利潤最大化）
第 11 回：数列（預金が倍になるのは何年後か）
第 12 回：漸化式（自然界に現れる数列）
第 13 回：関数の増減と極値問題（山の頂上は平ら）
第 14 回：総合演習
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
大学に入って，論理的思考力を身に付けたいなら数学を勉強するとよいでしょう。中学校程度の数学のみを仮定して講義を
行い，高度な数学の予備知識は何も仮定しない。数学は理論を積み上げていく教科なので，一度遅刻，欠席するとまったく理
解出来なくなることがある。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
教科書を読んで予習した上で受講すること。講義のあったその日のうちに，基本公式などの重要事項について十分に復習す
るとともに，理解できなかった点を整理し，質問の準備をすること。講義で出題した例題と演習問題は，解答を見ずに再度自
分で解いて見ること。

５.教科書
『例題と演習で学ぶ

文系のための数学入門

第４版』藤本佳久著（学術図書出版社，2017 年）定価 2,400+税

６.参考書
以下の参考書も自習用に推薦する。
『経済・経営系 数学概説 第２版』竹之内脩著（新世社，2009 年）定価 2,000+税
『改訂版 経済学で出る数学 高校数学からきちんと攻める』尾山大輔・安田洋祐著（日本評論社，2013 年）定価 2,100+税

７.成績評価の方法
定期試験（60％）と平常点（40％）により評価する。出席すべき時間数の３分の１以上欠席した者は単位の認定を受けること
ができない。30 分以上の遅刻と早退は「欠席」扱いとする。就職活動（企業説明会参加を含む）のための授業欠席は「公認欠
席」としては認めない。

８.その他
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統計学Ａ

山岡

重行

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)STA121J

１.授業の概要・到達目標
我々の周囲には様々な数値情報があふれているが，その中には信頼できるものも，恣意的な欺瞞情報もある。統計学を学ぶ
目的の一つは，欺瞞情報に惑わされない知識と判断力を身につけることである。統計学Ａでは，信頼できる情報と信頼できな
い情報を見分ける情報リテラシーの基礎を身につけるとともに，白書などの官庁が発表する統計資料や簡単な調査報告，フィ
ールドワーク論文などを読み理解するための統計の基本的知識を身につけることを目的とする。

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

質的データと量的データ
統計調査とデータの信頼性
尺度（変数）の種類：名義・順序・間隔・比例
統計が必要な理由
データの取り方：１次データ
データを表にまとめる：度数分布表
データを図にまとめる：ヒストグラム
データやグラフを読む：２次データ
分布の中心的傾向の特性値：平均値，中央値と最頻値
分布の変動の特性値：分散と標準偏差，変動係数
箱ひげ図による平均と散らばりの表示
クロス表と散布図
因果関係と相関関係：擬似相関，因果関係の誤解
まとめ

３.履修上の注意
授業中に練習問題を解くため，計算機が必要である。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に課題を出す。

５.教科書
岩淵千明編著「あなたもできるデータの処理と解析」福村出版

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
定期試験の成績（90％）に平常点と課題点（10％）を加味して評価する。

８.その他
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統計学Ｂ

山岡

重行

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)STA131J

１.授業の概要・到達目標
統計学は与えられたいくつかのデータから未知の数値を推測したり，データ間の関係性を判断し最善の結果を生み出すため
の指針を得る，あるいは現在の状況から将来の結果を予測するための道具でもある。統計学Ｂではこのような推計・検定など
データ分析の基礎的な技術を身に付けることを目的とする。

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

ランダム・サンプリング：標本の考え方
確率と確率分布：確率密度と確率・二項分布
階乗・順列・組み合わせ：古典的確率計算
正規分布：正規分布の性質と標準化
標本平均の分布と母平均の推定：統計的有意性・信頼係数と有意水準・上方信頼限界と下方信頼限界
ｔ分布と母平均の推定：小標本の場合の母平均の推定・区間推定と点推定
母標準偏差が未知で大標本の場合の母平均の推定
χ2 分布と母標準偏差の推定
ｔ検定：二つの平均値の差の有意性検定の考え方
１要因の分散分析：実験計画・多重比較
１要因の分散分析：データに対応がある場合
χ2 検定：名義尺度データの分析・観測度数と期待度数・クロス表の χ2 乗検定
相関分析：正の相関と負の相関・相関関係と因果関係
まとめ

３.履修上の注意
授業中に練習問題を解くため，計算機が必要。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に課題を出す。

５.教科書
岩淵千明編著「あなたもできるデータの処理と解析」福村出版

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
定期試験の成績（90％）に平常点（10％）と課題点を加味して評価する。

８.その他
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論理リテラシー

船越

正太

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)STS111J

１.授業の概要・到達目標
この講義では，専門的な研究の土台になる論理学を学ぶ。論理は自分を表現して他者とコミュニケーションを取るための強
力な手段で，論理によってのみ，私たちは「納得した」という感覚を得ることが出来る。
「定理」と言われる論理法則を主張す
るためには，それが正しいことを「証明」することが必要で，その論理的な作業はあらゆる学問に本質的な影響を与えている。
論理的な思考と表現力を養成して，文章の構成や主張を把握し，推論の正誤を判定する事を到達目標とする。論理学の勉強
を通じて身に着けた正確な論理性は，一般社会に出て様々な仕事をする上で大きな助けになる。

２.授業内容
第１回：論理学とは何か
第２回：推論の形式化と真理関数
第３回：基本的な真理関数
第４回：否定
第５回：連言と選言
第６回：条件法
第７回：逆・裏・対偶と推論
第８回：論理式
第９回：真理値分析とトートロジー
第 10 回：真理値分析と推論
第 11 回：命題論理の意味論と構文論
第 12 回：伝統的論理学
第 13 回：量化子と変項
第 14 回：述語と固有名，多重量化
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
大学に入って，何か新しく学びたいなら論理学を勉強するとよいでしょう。予備知識は何も仮定しない。論理学は理論を積
み上げていく教科なので，一度遅刻，欠席するとまったく理解出来なくなることがある。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
教科書を各自読んで予習した上で受講すること。講義のあったその日のうちに，基本公式などの重要事項について十分に復
習するとともに，理解できなかった点を整理し，質問の準備をすること。講義で出題した例題と演習問題は，解答を見ずに再
度自分で解いて見ること。

５.教科書
『論理学 Logic: An Introduction』野矢茂樹著（東京大学出版会, 1994 年）2,600 円＋税

６.参考書
以下の参考書も自習用に推薦する。
『入門！論理学』野矢茂樹著（中公新書, 2006 年）740 円＋税
『論理学をつくる』戸田山和久著（名古屋大学出版会, 2000 年）3,800 円＋税

７.成績評価の方法
定期試験（60％）と平常点（40％）により評価する。出席すべき時間数の３分の１以上欠席した者は単位の認定を受けること
ができない。30 分以上の遅刻と早退は「欠席」扱いとする。就職活動（企業説明会参加を含む）のための授業欠席は「公認欠
席」としては認めない。

８.その他
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社会調査法Ａ

大島

岳

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)SOC251J

１.授業の概要・到達目標
この授業では、社会調査の歴史を跡づけながら、社会調査の概説・社会調査の実際・社会調査の課題と応用の三点に着目し、
社会調査全般の理解をめざします。全体をとおして、社会調査の歴史的経緯と理論的背景を論じつつ、各回で歴史的系譜に沿
いながら具体的な社会調査の研究例をとりあげ、質的調査・量的調査のいずれも含めた社会調査のさまざまな技法と調査プロ
セスと調査実践の実際を学びます。
各領域における古典的調査とともに、社会調査における新たな動向や倫理的課題を学ぶことによって、社会調査を全般的に理
解することをめざします。

２.授業内容
各回の講義題目は次のとおりです。
（１）系譜から学ぶ社会調査の目的と意義 ― リサーチ力をつちかうために
（２）社会調査のルーツとヨーロッパにおける先駆者たち
（３）貧困調査からの出発 ― イギリスの場合
（４）シカゴ学派とアメリカにおける質的調査の出発
（５）エスノグラフィーにおけるフィールドワーク
（６）量的調査：選挙と世論調査
（７）明治期の社会へのまなざし ― 日本における社会調査の萌芽
（８）調査時代の到来 ― 大正期の社会へのまなざし
（９）農村調査と農村社会学の成立
（10）東京と社会調査―都市問題の調査
（11）自伝的社会（Auto/Biographical Society）におけるライフヒストリー/ストーリー研究
（12）トライアンギュレーションとしての社会調査と現代の社会問題①
（13）トライアンギュレーションとしての社会調査と現代の社会問題②
（14）社会調査の応用に向けて ― 調査実践における倫理の問題・自分の調査に取り組むために

３.履修上の注意
さまざまな社会調査研究を紹介する中で、受講者は自身が興味関心を抱いた社会調査研究作品をいくつか選び、今後の自身の
調査研究の設計に向けた精読とレポート執筆及び提出することを求めます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：各回で教科書の内容を精読しておくことを求めます。
復習：各回でいくつかの社会調査研究作品を紹介します。毎回最低でも一冊に目を通し、授業で触れた事項に基づきながら、
自分が調査をするならばどのように調査を構想・実施・分析するのかを常に考えること。さらに、社会調査が行われた時代的
背景、そして現代社会とあなた自身との関連性を考えることのできる、社会学的想像力を養うことを求めます。

５.教科書
小林多寿子 2018『系譜から学ぶ社会調査—20 世紀の「社会へのまなざし」とリサーチヘリテージ』嵯峨野書院.

６.参考書
特に定めない。各回の授業時に、関連する研究作品を数冊ずつ紹介します。

７.成績評価の方法
平常点と提出レポートによる。
平常点：授業内容に関わるリアクション・レポート 30％
中間レポート：自分自身の社会への＜まなざし＞をもとに社会調査事例の考察レポート 30％
最終レポート：提出論文 40％

８.その他
社会調査士資格カリキュラムの A 科目に対応しています。

546

社会調査法Ａ

小山

慎治

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)SOC251J

１.授業の概要・到達目標
この科目では，社会調査を実施する者が身につけるべき調査の基礎的事項を学ぶ。社会調査の歴史，倫理，調査にかかわる
諸概念を概観することで，社会調査とは何か，その意義について考えることが主たる目的である。

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

社会調査とは何か（１）
社会調査とは何か（２）
社会調査とは何か（３）
社会調査の方法
社会調査の企画
社会調査の設計（１）
社会調査の設計（２）
社会調査の設計（３）
データ収集の方法（１）
データ収集の方法（２）
データの整理
社会に氾濫する調査情報の概観
社会調査の社会的意義とその研究への活用
まとめ

３.履修上の注意
社会調査の方法論を学ぶ授業なので，クラスでは適宜グループワークを取り入れ，調査に関わる作業などを経験する機会を設
けます。このようなクラス活動に積極的に関わろうとする学生を歓迎します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
事前に指示された資料に目を通し出席すること。

５.教科書
大谷信介ほか（著）
『新・社会調査へのアプローチ：論理と方法』ミネルヴァ書房，2013 年

６.参考書
授業内で紹介する。

７.成績評価の方法
定期試験（60%）

クラスでの課題（20%）

平常点（20%）

８.その他
社会調査士資格＜A＞区分の認定科目（必修）です。
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社会調査法Ｂ

大島

岳

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)SOC251J

１.授業の概要・到達目標
本授業は、社会学的な問いに基づき、取り組もうとする社会調査の企画・設計から実施までの過程を具体的な研究例を概観
することによって学びます。実際に資料やデータを収集し、分析しうる形にまで整理することで、実際に調査を行うための知
識と技法の基礎を習得することを目指します。

２.授業内容
（１）イントロダクション ― 社会調査を学ぶ意義、目的とプロセス
（２）リサーチ・リテラシーをめざして：社会調査におけるデータの「質」
（３）社会調査の種類１ ― 問いと仮説（仮の答え）をきたえる
（４）社会調査の種類２ ― ルポルタージュや YouTube と社会調査研究の違い（社会調査の要件）
（５）調査企画と設計１ ― 問題関心と事前調査／先行研究・関連論文レビューの重要性
（６）調査企画と設計２ ― 調査の目的と問いの設定／調査方法の決め方と仮説の構成
（７）調査企画と設計３ ― 調査票・質問文作成／ワーディングとプリテスト
（８）調査対象者の選定 ― 全数調査と標本調査／フィールドワークやインタビューにおける対象者との出会いとラポール
形成
（９）調査企画と設計演習 ― 発表とフィードバック
（10）調査の実施とデータ整理１ ― 調査票の配布・回収／エディティング／コーディング／データクリーニング
（11）調査の実施とデータ整理２ ― フィールドワーク／データ収集の方法／フィールドノーツの作成とコーディング
（12）調査の実施と記録とデータ整理３ ― インタビューの事前準備と実施方法／トランスクリプトの作成、インタビュー
データの分析
（13）調査の実施と記録・データ整理演習 ― 発表とフィードバック
（14） まとめ ― 調査の終え方と成果のまとめ：追加調査、調査レポートの作成、データ管理、調査協力者との関係、調査
の活かし方と課題

３.履修上の注意
本授業では、社会調査 A で学習した基礎的な事項を基に、解明したい「問い」に適切に対応した社会調査の企画と設計から、
実施までの方法と流れを具体的に学び、実際に調査を行うことを念頭におき調査の企画と設計を実践する予定です。そのため、
毎回講義の内容に関連した課題があり約 2 回の受講者による発表を行い、講師や他の受講生からコメントを得る機会を設ける
予定です。なお状況に応じて、先行研究や関連論文の調べ方についてデータベースや図書館を利用する予定です。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：調査の企画・創発、実施、データ分析と考察のプロセスを学ぶうえで、各回で教科書の内容を精読し実際に調査する積極
的な学習を自ら行うことを求めます。書を持って街に出ましょう。
復習：調査の企画・創発、実施、データ分析と考察のプロセスを学ぶうえで、授業で学んだことをもとに実際に調査し分析する
積極的な学習を自ら行うことを求めます。

５.教科書
佐藤郁哉 20115『社会調査の考え方

上下』
（東京大学出版会）.

６.参考書
特に定めない。適宜参考文献を紹介します。

７.成績評価の方法
平常点 40％、期末レポート 60%。
・平常点：各回、リアクションペーパーの記入（または課題の提出）を求めます
・期末レポート：
「社会調査のプロセスと方法を理解し、実際に社会調査の企画・設計・実査・データの整理を行うことができ
るようになること」を主眼に、2 回の発表機会の内容をまとめたレポートとする予定です。

８.その他
社会調査士資格カリキュラムの B 科目に対応しています。
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社会調査法Ｂ

小山

慎治

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)SOC251J

１.授業の概要・到達目標
この科目では，社会調査の手法についての知識と，調査実施の際の留意点，報告書の執筆における留意点を学ぶ。調査の企
画と設計，標本の抽出，調査の実施，データの記述と説明など，実際に行われた調査を具体例として，調査実施者に必要な方法
論に関する知識を身につけることが主たる目的である。

２.授業内容
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

社会調査の設計
仮説の設定と調査
調査対象の決定と標本抽出
質的調査の実際（１）
質的調査の実際（２）
質的調査の実際（３）
量的調査の実際（１）
量的調査の実際（２）
量的調査の実際（３）
量的データの整理（１）
量的データの整理（２）
報告書の作成
社会調査における調査設計の重要性
まとめ

３.履修上の注意
社会調査の方法論を学ぶ授業なので，クラスでは適宜グループワークを取り入れ，調査に関わる作業などを経験する機会を設
けます。このようなクラス活動に積極的に関わろうとする学生を歓迎します。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
事前に指示された資料に目を通し出席すること。

５.教科書
大谷信介ほか（著）
『新・社会調査へのアプローチ：論理と方法』ミネルヴァ書房，2013 年

６.参考書
授業内で紹介する。

７.成績評価の方法
定期試験（60%）

クラスでの課題（20%）

平常点（20%）

８.その他
社会調査士資格＜B＞区分の認定科目（必修）です。
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質的調査分析法

大島

岳

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC351J

１.授業の概要・到達目標
この授業では、質的調査研究の系譜をたどり、研究成果を概観しながら、複数の事例紹介と解説をとおして多様な社会調査分
析方法の実際について学びます。質的調査の技法、調査対象の設定や調査計画からデータの収集整理、分析の方法をとりあげ、
調査の進め方、調査の成果とその提示方法を具体的に検討し、社会調査分析の基礎力を身につけることをめざします。

２.授業内容
（１）イントロダクション ― 質的調査研究における社会調査法を学ぶために（全体の流れ）
（２）質的調査の考え方 ― 何のための調査か、何が明らかにされるのか
（３）質的調査の系譜１ ― シカゴ学派と現代の都市研究
（４）質的調査の系譜２ ― 人類学者と社会学者たちのエスノグラフィ―
（５）質的調査の系譜３ ― 日本における生活史研究と近年の動向
（６）質的調査の技法１ ― 出会う：多様なインタビュー法
（７）質的調査の技法２ ― 聴く：オーラルヒストリーと歴史的出来事
（８）質的調査の技法３ ― 観る：参与観察・考現学・ビジュアルエスノグラフィ
（９）質的調査の技法４ ― 語る：バイオグラフィカル・メソッド―「人生」へのアプローチ
（10）質的調査の技法５ ― 保存しまとめる：アーカイブズ調査とテキストマイニング
（11）質的データの分析と考察 １ ― フィールドノートとトランスクリプト
（12）質的データの分析と考察 ２ ― ライフストーリー分析
（13）質的データの分析と考察 ３ ― 「厚い記述」と生活世界
（14）調査実践の成果と倫理の問題 ― 質的調査研究の動向と課題

３.履修上の注意
本授業では、受講者が今後自身の関心や問題意識に沿った具体的な調査研究を計画・実践するための基礎力を養う目的で、幅
広く異なる方法を用いたいわゆる質的調査研究作品を解説してゆきます。そのため、講義全体で最低でも 5 冊以上の文献を講
読し、当該研究で用いられている調査法の概要と特徴を理解しているか、数回のレポート報告を求めます。文献は授業中に提
示しますので、より学習を深めてください。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：各回で教科書の内容を精読しておくことを求めます。
復習：各回でいくつかの社会調査研究作品を紹介します。毎回最低でも一冊に目を通し、授業で触れた事項に基づきながら、
自分が調査をするならばどのように質的調査の技法、調査対象の設定や調査計画からデータの収集整理、分析を進めていくか
を常に考えることを求めます。

５.教科書
小林多寿子 2010『ライフストーリー・ガイドブック—ひとがひとに会うために』
（嵯峨野書院）.

６.参考書
特に定めない。適宜参考文献を紹介します。

７.成績評価の方法
平常点 40％、期末レポート 60%。
・平常点：各回、リアクションペーパーの記入（または課題の提出）を求めます。
・期末レポート：多様な社会調査分析方法の実際について「質的調査の技法、調査対象の設定や調査計画からデータの収集整
理、分析の方法を習得すること」を内容とする予定です。

８.その他
社会調査士資格カリキュラムの F 科目に対応しています。
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社会調査実習

大島

岳

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC355J

１.授業の概要・到達目標
この授業では、質的調査法を用い、多様性（diversity）と親密性（intimacy）をテーマとした社会調査研究実践を行います。
ジェンダー、セクシュアリティ、国籍や民族、病いや障がい、格差、世代、宗教や価値観など、受講者の興味関心に合わせて研
究テーマを決め、調査実践に関する基礎的なスキルを習得することを目指します。
「社会調査法 A・B」及び「質的調査分析法」
等で学習したことを基に、調査の企画から報告書の作成までにわたる社会調査の過程をひととおり実習を通じて体験的に学習
する授業です。受講者は主体的で積極的な姿勢がつねに求められます。問いと先行研究の整理、調査方法と質問項目の設定、
対象者・地域の選定、調査実施、フィールドノートやトランスクリプト作成とデータ整理、分析や報告書（エスノグラフィー）
の作成などを、総合的に進めていきます。

２.授業内容
（１）授業の概要 ―社会調査実習のためのイントロダクション、年次計画、グループ分け
（２）多様性の理解１ ―映画『君の心に刻んだ名前』
（３）多様性の理解２ ―映画『君の心に刻んだ名前』続きとディスカッション
（４）先行研究の検討１ ―A.ギデンズ『親密性の変容』
，R.オルデンバーグ『サードプレイス』
（５）先行研究の検討２ ―砂川秀樹『新宿二丁目の文化人類学』
（６）先行研究の検討３ ―砂川秀樹『新宿二丁目の文化人類学』
（＊ミニ・エスノグラフィー/インタビュー課題発表）
（７）先行研究の検討４ ― T.Baudinette, Regimes of Desire.
（８）先行研究の検討５ ― T.Baudinette, Regimes of Desire.
（９）調査の企画・対象地・対象者選定・問いの作成・調査項目の設定⑴
（10）調査の企画・対象地・対象者選定・問いの作成・調査項目の設定⑵
（11）調査の企画・対象地・対象者選定・問いの作成・調査項目の設定⑶
（12）インタビューの方法・フィールドノートや映像記録の作成方法を学ぶ
（13）ミニ・エスノグラフィー/インタビュー報告会
（14）前期のまとめと後期に向けての総合討論
（夏季休暇期間：各自調査実施）
（15）夏休み中のフィールドワーク/インタビュー経過確認
（16）データの整理 1 ―フィールドノート・インタビューデータの検討と討論
（＊以下、適宜追加調査実施）
（17）データの整理 2 ―フィールドノート・インタビューデータの検討と討論
（18）データの整理 3 ―フィールドノート・インタビューデータの検討と討論
（19）データの整理 4 ―フィールドノート・インタビューデータの検討と討論
（20）データの整理 5 ―フィールドノート・インタビューデータの検討と討論／進捗報告
（21）データの整理 6 ―フィールドノート・インタビューデータの検討と討論／進捗報告つづき
（22）データの整理 7 ―フィールドノート・インタビューデータの検討と討論
（23）データの整理 8 ―フィールドノート・インタビューデータの検討と討論
（24）報告書構成の確認・調査倫理上の再確認
（25）報告書草稿の確認・調査倫理上の再確認
（26）報告書原稿の検討・調査倫理上の再確認
（27）最終報告書の提出
（28）総括

３.履修上の注意
授業の内容とコミュニケーション密度が濃いことが本授業の特徴です。一般的に、一年間で社会調査の過程をひととおり終え
ることは困難であるため、夏季休暇期間など授業時間以外の時間を使用することがあります。なお、文献講読では各自最低一
回のレジュメ発表を行い、話題提供とディスカッションを進めることを求めます。英語の得手不得手は問いません。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習：各回の指定文献の精読、発表の準備、各自の計画に基づいたフィールドワークやインタビュー調査の実施。
復習：授業でディスカッションした内容に基づき、自分の調査計画を精査し修正する地道な作業と、調査対象者のプライバシ
ーや安全など人権の配慮と法令遵守が求められます。

５.教科書
Giddens, Anthony, 1992, The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies, Polity
Press.（松尾精文・松川昭子訳，1995 『親密性の変容――近代社会におけるセクシュアリティ、愛情、エロティシズム』
（而
立書房）.）
Oldenburg, Ray, 1989, The Good Place: Cafes，Coffee Shops, Bookstores，Bars, Hair Salons and Other Hangout at
the Heart of Community, Da Capo Press.（忠平美幸訳、マイク・モラスキー解説, 2013『サードプレイス――コミュニテ
イの核になる「とびきり居心地よい場所」
』
（みすず書房）
．
）
砂川秀樹, 2015,『新宿二丁目の文化人類学』
（太郎次郎社エディタス）.
Baudinette,Thomas., 2021, Regimes of Desire: Young Gay Men, Media and Masculinity in Tokyo, （University Of Michigan
Press）.

６.参考書
特に定めない。適宜参考文献を紹介します。

７.成績評価の方法
平常点 50％、調査報告書 50％

８.その他
社会調査士資格カリキュラムの G 科目に対応しています。
ディスカッションや実際の調査を伴う授業となります。社会調査は、人が人に会って、人について理解するための社会科学的
な方法です。そのため、協力者の人権の尊重、プライバシーの保護、法令の遵守の姿勢は欠かせません。責任をもち積極的に授
業に関わることのできる学生の履修を歓迎します。
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社会調査実習

田中

慶子

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC355J

１.授業の概要・到達目標
社会調査は質的研究と量的研究に大別されるが、本授業では量的研究の方法論について、一連のプロセスを学ぶ。社会調査は、
巷にあふれる「アンケート」とは異なり、所定の手続きに従って身近な生活世界や社会事象を観察・データを収集し、統計的な
分析を通じて新たな知見を得ようとする試みである。
本授業では「現代の若者のライフコース選択と家族形成」を共通テーマとして、先行研究の整理、仮説の設定、調査票作成、調
査実施、データ整理、データ分析、分析結果のレポートという、社会調査に関する一連の知識と基本的な技術の習得を目指す。

２.授業内容
第１回 イントロダクション（授業の目的、スケジュールの説明）
第２回 社会調査の基礎知識－社会調査とはなにか、量的研究とはなにか、プロセスの説明
第３回 社会調査の基礎知識－調査目的、リサーチクエスチョンの設定
第４回 調査方法の選択、研究倫理
第５回 調査対象の選定・サンプリング
第６回 調査企画書の作成
第７回 調査票の作成－テーマと質問内容、質問項目の検討
第８回 調査票の作成－ワーディング
第９回 調査票の作成－プリテスト、修正
第１０回 メタデータの準備
第１１回 調査実施
第１２回 データのエディティングとコーディング
第１３回 データ入力
第１４回 データクリーニング
夏季休暇中の課題：各自のテーマに沿った先行研究のサーベイのまとめ（文章化）
第１５回 分析計画の作成
第１６回 SPSS によるデータ作成・基本操作
第１７回 SPSS による分析準備（度数分布）
第１８回 SPSS による分析準備（ラベル作成、変数加工）
第１９回 SPSS による基礎的な分析（クロス集計、χ2 乗検定）とその報告作成
第２０回 SPSS による基礎的な分析（相関係数）とその報告作成
第２１回 SPSS による基礎的な分析（3 重クロスや場合分けなど）とその報告作成
第２２回 各自のテーマに即した分析－回帰分析など
第２３回 各自のテーマに即した分析－分散分析など
第２４回 中間報告会のための資料準備
第２５回 調査報告書 中間報告会
第２６回 調査報告書の作成
第２７回 調査報告書の修正
第２８回 調査報告書の完成と提出

３.履修上の注意
社会調査の一連のプロセスについて、各ステップごとに解説（講義）と演習を行う。各回の課題の積み重ねの結果として成績
評価の対象となる調査報告書に至るため、授業内での PC 操作や授業時間外での準備や作業が必要になる場合もある。受講生が
自身の関心に即して、主体的・意欲的に取り組むことが求められる。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各回で先行研究のサーベイ、統計データの収集、調査票作成、データ作成、分析といった課題を提示する。締切を設定して提出
を求める場合もある。

５.教科書
轟亮・杉野勇・平沢和司編，2021『入門・社会調査法［第 4 版］
』法律文化社.

６.参考書
各回の講義の内容、各自のテーマに即して適宜紹介する。

７.成績評価の方法
各講義回での課題の遂行・完成度

50％

レポート（夏季休暇中の課題と調査報告書）50％

８.その他
本科目は、社会調査士認定科目における「G」区分の科目である。
「社会調査法 A」および「社会調査法 B」
、
「統計学」などの単
位を取得済であることを履修の条件とするが、担当教員の許可を条件に履修を認めることがある。
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社会調査実習

小山

慎治

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)SOC355J

１.授業の概要・到達目標
本授業は，
「大学生の対人コミュニケーション」を研究テーマとして，量的研究の方法論を習得することを目的とする。受講
生は，研究テーマに関する文献研究，研究課題の設定，調査の企画および実施，調査で得られたデータの処理と数値の解釈等
の過程を通じて，統計を用いた社会調査の一連の流れを経験する。春学期では，受講生のテーマに応じた試作版調査票の作成，
およびそれに基づく心理測定尺度の構成が主たる課題となる。秋学期には，春学期に作成した尺度を用いた質問紙調査を実施
し，適切且つ効率的なデータ収集の方法や，統計処理の方法を学んでいく。最終的に報告書を執筆することで，調査の流れを
理解するとともに，調査のまとめ方を習得することも目指す。

２.授業内容
1 イントロダクション（授業の目的と年間の予定の説明）
2 量的調査のプロセスの概観
3 量的調査の事例
4 文献研究
5 文献研究（受講生による発表）
6 調査のデザイン（調査の目的，対象の明確化）
7 調査のデザイン（研究設問もしくは仮説の設定）
8 調査計画（変数の設定）
9 調査計画（データ収集方法の検討）
10 調査計画（サンプルの抽出方法，研究倫理等の説明）
11 調査票の作成（質問項目の検討）
12 調査票の作成（予備調査の実施）
13 調査票の作成（質問項目の整理）
14 調査の実施
夏期休暇中の課題：先行研究のまとめと調査の目的の文章化
15 調査の実施
16 データ入力
17 統計ソフト（SPSS）を使ったデータ処理の方法
18 データ・クリーニング
19 データ分析
20 データ分析 2
21 受講生による分析結果の発表
22 統計結果の考察とディスカッション
23 表の作成
24 分析結果の文章化
25 報告書の作成
26 報告書の作成 2
27 報告書の校正
28 報告書の完成と提出

３.履修上の注意
調査を実施する段階では，グループ単位での活動が中心となる。他の学生と良好な対人関係を築ける学生，対立が生じても根
気よく話し合いができる学生を特に歓迎する。
また，データ解析論／データによる実証分析＜Ｅ＞を履修していることが望ましい。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
受講生は各自実習ノートを作成し，調査の企画，準備，実施に関して記録を残しておくこと。

５.教科書
特に指定しない。

６.参考書
大谷信介ほか（著）
『新・社会調査へのアプローチ：論理と方法』ミネルヴァ書房，2013 年
田中敏・山際勇一郎『ユーザーのための教育・心理統計と実験計画法」教育出版』
，1992 年

７.成績評価の方法
レポート（40%） クラスでの課題（20%） クラス貢献度（20%） 授業参加度（20%）
評価においては，調査のプロセスに関する基礎的知識が十分に習得できたか，レポートにおいて論理的な考察がなされている
かといった観点を重視する。

８.その他
社会調査士資格＜Ｇ＞区分の認定科目です。
（必修）
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データ解析論Ⅰ

後藤

晶

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)STA371J

１.授業の概要・到達目標
授業の概要：
現代社会はデータに満ちあふれている。これからの時代はデータとの適切な「付き合い方」ができなければ生き抜くことは
困難であろう。将来，どのような進路を選ぶにしろ，データから離れて生きていくことは困難な時代が訪れた。
この授業では，統計学の基礎知識をもとに，
「データを適切に分析する手法の基礎」の学修を目的としてフリーソフトである
R および Jamovi を用いて，データの整理と実証分析の基礎を学ぶ。具体的には，R および Jamovi の基本的な操作方法，データ
の加工，確率と確率変数，データの可視化，単回帰分析と t 検定，重回帰分析について学ぶ．あわせて，科学における再現可
能性の重要性について学ぶ。
なお，
「データ解析論 I」は「データ解析論 II」とあわせて履修することで社会調査士資格＜Ｅ＞区分として認定される科目
である。社会調査士取得を目指す学生は確認しておくこと。
到達目標：
1. 各統計手法について，その目的と意義を説明することができる。
2. 各統計手法について，各自で分析を実行できる。
3. 分析結果について，適切に他者に説明できる。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
［第１講］イントロダクション
［第２講］基本的な操作方法と記述統計の算出方法(1)〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
［第３講］基本的な操作方法と記述統計の算出(2)
［第４講］データの加工・確率と確率変数(1)〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
［第５講］データの加工・確率と確率変数(2)
［第６講］データの可視化(1)〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
［第７講］データの可視化(2)
［第８講］実証分析の手続きと再現可能性・クロス集計表の作成(1)〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
［第９講］クロス集計表の作成(2)
［第 10 講］単回帰分析と t 検定(1)〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
［第 11 講］単回帰分析と t 検定(2)
［第 12 講］重回帰分析と分散分析(1)〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
［第 13 講］重回帰分析と分散分析(2)
［第 14 講］重回帰分析と分散分析(3)・振り返り〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
※ただし，履修者の状況により内容を一部変更することがある。

３.履修上の注意
・データ解析論 I に引き続き，データ解析論 II を履修することが望ましい．
・この授業では Jamovi，R および RStudio を用いる。授業でも紹介するが，自宅の PC にも Jamovi，R および RStudio をインス
トールすること。
・この科目は，クォーター（７週）完結型授業である。週に２コマの授業を，対面形式とオンデマンド形式にて実施する。オン
デマンド形式により実施する回については，毎週水曜日に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信する。
・対面授業は，前回のオンデマンド形式の授業を受講していることを前提として講義を行うので，対面授業の日までに必ず受
講すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の予習並びに復習が必要不可欠となる。資料の指定した箇所に目を通して授業に参加すること。

５.教科書
『R 言語ではじめるプログラミングとデータ分析』
，馬場真哉，
（ソシム）
『R による多変量解析入門 データ分析の実践と理論』
，川端 一光, 岩間 徳兼, 鈴木 雅之，（オーム社）
その他，資料を用意する。

６.参考書
『R による実証分析 回帰分析から因果分析へ』
，星野匡郎，田中久稔，
（オーム社）
その他，適宜紹介する。

７.成績評価の方法
平常点 50％，課題 50%
平常点：リアクションペーパー等の回答状況などの授業への積極性を評価する。
課題：毎回の授業内での演習課題の提出が必要となる。

８.その他
社会調査士資格＜Ｅ＞区分の認定科目である。＜Ｆ＞科目と選択必修であり，本講義は「データ解析論 II」と併せて履修す
ることで＜Ｅ＞区分の認定科目として認定される。
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データ解析論Ⅱ

後藤

晶

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)STA371J

１.授業の概要・到達目標
授業の概要：
データ解析論 II では，データ解析論 I で学んだ統計手法をもとに，フリーソフトである R および Jamovi を用いて，
「因果
関係の解明」をテーマとしてより発展的な分析手法について学ぶ。
具体的には，一般化線形モデルや因子分析，パス解析，構造方程式モデリング，マッチング法，操作変数法といった分析手法
や，ランダム化比較実験，回帰不連続デザインといった実験・調査・分析デザインに関わる応用的な話題に触れる。
なお，
「データ解析論 II」は「データ解析論 I」とあわせて履修することで社会調査士資格＜Ｅ＞区分として認定される科目
である。社会調査士取得を目指す学生は確認しておくこと。
到達目標：
1. 各統計手法について，その目的と意義を説明することができる。
2. 各統計手法について，各自で分析を実行できる。
3. 分析結果について，適切に他者に説明できる。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
［第１講］重回帰分析と分散分析の演習(1)
［第２講］一般化線形モデル(1)〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
［第３講］一般化線形モデル(2)
［第４講］因子分析(1)〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
［第５講］因子分析(2)
［第６講］パス解析・構造方程式モデリング(1)〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
［第７講］パス解析・構造方程式モデリング(2)
［第８講］分類・機械学習(1)〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
［第９講］分類・機械学習(2)
［第 10 講］ランダム化比較実験の考え方・マッチング法(1)〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
［第 11 講］ランダム化比較実験の考え方・マッチング法(2)
［第 12 講］回帰不連続デザイン・操作変数法(1)〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
［第 13 講］回帰不連続デザイン・操作変数法(2)
［第 14 講］振り返り〔メディア授業（オンデマンド型）
〕
※ただし，履修者の状況により内容を一部変更することがある。

３.履修上の注意
・データ解析論 I の履修を前提とする。
・この授業では Jamovi，R および RStudio を用いる。授業でも紹介するが，自宅の PC にも Jamovi，R および RStudio をインス
トールすること。
・この科目は，クォーター（７週）完結型授業である。週に２コマの授業を，対面形式とオンデマンド形式にて実施する。オン
デマンド形式により実施する回については，毎週水曜日に Oh-o!Meiji を通じて授業動画を配信する。
・対面授業は，前回のオンデマンド形式の授業を受講していることを前提として講義を行うので，対面授業の日までに必ず受
講すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
毎回の予習並びに復習が必要不可欠となる。資料の指定した箇所に目を通して授業に参加すること。

５.教科書
『R 言語ではじめるプログラミングとデータ分析』
，馬場真哉，
（ソシム）
『R による多変量解析入門 データ分析の実践と理論』
，川端 一光, 岩間 徳兼, 鈴木 雅之，（オーム社）
その他，資料を用意する。

６.参考書
『R による実証分析 回帰分析から因果分析へ』
，星野匡郎，田中久稔，
（オーム社）
その他，適宜紹介する。

７.成績評価の方法
平常点 50％，課題 50%
平常点：リアクションペーパー等の回答状況などの授業への積極性を評価する。
課題：毎回の授業内での演習課題の提出が必要となる。

８.その他
社会調査士資格＜Ｅ＞区分の認定科目である。＜Ｆ＞科目と選択必修であり，本講義は「データ解析論 I」と併せて履修する
ことで＜Ｅ＞区分の認定科目として認定される。
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国際交流（インドシナ）

コーディネーター

川島

高峰

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)ABR121N

１.授業の概要・到達目標
このプログラムではタイ、ベトナムの大学で日本語を学んでいるアジアの学生たちとオンラインにより一緒に、SDGs（国連
持続可能な開発目標）について学び、地球規模課題に積極的に取り組んでいる日本企業での研修を通じて、互いの国の社会実
情を比較しあい合同で成果報告会を行うなどのアクティブラーニングを実施するものである。
これを通じて、世界の現実や現場の多様性を発見し、異なる背景をもつタイ・ベトナムについての理解を深め、地球規模課
題への日本の取り組みや、日本の強みを理解し、これを自分ごととして捉えることができるようになることを到達目標として
いる。

２.授業内容
第1回
第2回

イントロダクション ASEAN 概説・短期学生交流について
地球規模課題をアセアンの学生とともに考える(オンデマンド+対面)

現地フィールドワーク
第 3 回 環境問題に関するフィールドワーク（1）
第 4 回 環境問題に関するフィールドワーク（2）
第5回
第6回
第7回
第8回

タイ・ベトナム学生との日本語によるオンライン異文化交流
東南アジアと日本
タイの政治社会状況について
ベトナムの政治社会状況について

夏季集中講義
第 9 回 オンライン学生交流(1)：タイ・ベトナム語を学ぶ
第 10 回 オンライン学生交流(2)：日本・タイ・ベトナム、互いの文化を伝える
第 11 回 オンライン学生交流(3)：メディアから見るタイ・ベトナムと日本の社会・文化
第 12 回 オンライン学生交流(4) :タイ商品の魅力について／ベトナムの魅力について
第 13 回 オンライン学生交流(5) : まとめ- 学生交流で得たこと
事後学習
第 14 回 総括報告

３.履修上の注意
海外の学生と交流する都合や、フィールドワークや報告会などに様々な学年の生が参加できるよう、夏休みのほか、土曜日や
日曜日に授業が行われることがあります。交流機会を生かすためにも積極的な学生の参加を期待しています。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
準備学習用にオンデマンド動画などを準備する。

５.教科書
特になし，講義部分については担当者が適宜準備する。

６.参考書
柿崎一郎 「物語タイの歴史 微笑みの国の真実」中公新書
大泉啓一郎『新貿易立国論』中公新書ほか
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1
邦訳 国際連合持続可能な成長目標・決議
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf
中野亜里他『入門 東南アジア現代政治史』福村出版（2010/3）
ＡＳＥＡＮ-ＪＡＰＡＮセンター「ＡＳＥＡＮ情報マップ」
外務省「目で見るＡＳＥＡＮ ＡＳＥＡＮ経済統計基礎資料」

７.成績評価の方法
授業／オンライン交流／研修時の活動や学習 50%，レポート 20%，成果報告会での発表 30%

８.その他
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国際交流（世界のキャンパスから）

コーディネーター

大黒

岳彦

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)ABR126J

１.授業の概要・到達目標
本科目は，情報コミュニケーション学部の教育方針に基づいて，みなさんが学際的かつ国際的な問題意識を早期から養うた
めに設置されている。政治・経済・文化のグローバル化現象に伴って，学問はもはや一国単位では成立し得ない。一つの大学と
いうローカルな枠組みに囚われていては，
「世界の現在」
「社会の現在」に多角的にアプローチすることは難しい。
この授業では，世界各地の様々な大学で最先端の研究を行っている新進気鋭の研究者 6〜7 名を集中的に招聘し，本学部の教
員がコーディネーターとなって分かりやすく研究内容を紹介してゆく。みなさんの便宜を図って授業は原則として日本語で行
われ，英語等の他言語で行われる場合にもコーディネーターが通訳する。また授業の内容は招聘する研究者の研究内容に応じ
て毎年更新される。メディア，音楽，ジェンダー，右翼，政治，考古学，と扱うテーマは分野を超えて多岐にわたる。
みなさんは世界のさまざまなキャンパスで，いったい何が問題として研究され，どのような授業が行われているのかを，日
本にいながらにして知ることができるだろう。興味をもった分野を本学部で極めるのもよいし，招聘した研究者の下へ留学す
る選択肢もある。是非とも積極的に参加し，主体的に役立てて欲しい。

２.授業内容
※決定次第，大学ホームページおよび Oh-o!Meiji にて公開する。
【参考：2021 年度授業シラバス】
１ 9 月 21 日 イントロダクション
２ 9 月 28 日 ギターと三味線を通じた異文化コミュニケーション
３ 10 月 5 日 韓国で日本文学・文化を学ぶ
４ 10 月 12 日 スウェーデンの男女平等とワークライフバランス
５ 10 月 19 日 言語の認知科学
６ 10 月 26 日 ＷＨＯ（世界保健機関）の挑戦―新型コロナの社会的影響，途上国開発，ＵＨＣ
７ 11 月 9 日 音楽を通じた国際交流，社会における音楽の在り方について
８ 11 月 16 日 Failure in Fashion（ファッションにおける失敗）
９ 11 月 30 日 Multimodal Communication at the Workplace（職場におけるマルチモーダル・コミュニケーション）
１０ 12 月 7 日 The Deep Mediatization of Fashion（ファッションのディープ・メデイアタイゼーション）
１１ 12 月 14 日 コピーとオリジナル。 世紀を超えたサムライたち
１２ 12 月 21 日 アメリカで日本の古典を研究する・学ぶこと
１３ 1 月 11 日 「人種」という世界的現象に関する日本近代史からの貢献
１４ 1 月 18 日 まとめ

３.履修上の注意
2022 年度においては，2022 年 4 月現在，14 回の授業回のうち対面授業は 1～2 回を予定しており，それ以外の回はオンライ
ンで実施する予定。
この科目は学部１，２年生を対象として想定しており，したがって対面で授業を実施する場合は和泉キャンパスで行うが，
３，４年生の履修も歓迎する。そのための措置として駿河台キャンパスでもオンラインで同時中継授業を実施する。また，他
学部生の履修を認める。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
各授業回のテーマを見て，各自で事前学習を進めておくことが望ましい。

５.教科書
特になし。

６.参考書
授業の中での指示に従うこと。

７.成績評価の方法
セッションごとに課されるリアクションペーパー100％

８.その他
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ウェルネスＡ
（駿河台開講）

奈良岡

佑南

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)HES111J

１.授業の概要・到達目標
本授業は、様々なチームスポーツを通じて活力あるライフスタイルを形成するための理論と実践能力を学習する。さらに健康・
体力の維持向上だけでなく、友達づくりや仲間との信頼関係の構築を経験するとともに、生涯スポーツの楽しさや意義につい
て考えていく。
基本技術の習得、種目のルールや歴史的背景の理解、自ら考え行動すること、チームでの活動に積極的に参加することを目
標とする。

２.授業内容
第 1 回: イントロダクション(授業の進め方、諸注意)
第 2 回：バドミントン①
第 3 回：バドミントン②
第 4 回：バドミントン③
第 5 回：ソフトバレーボール①
第 6 回：ソフトバレーボール②
第 7 回：ソフトバレーボール③
第 8 回：ドッチビー①
第 9 回：ドッチビー②
第 10 回：ドッチビー③
第 11 回：バスケットボール①
第 12 回：バスケットボール②
第 13 回：バスケットボール③
第 14 回：まとめ、レポート提出
※必要に応じて内容を変更することがあります。

３.履修上の注意
1.授業の 2/3 以上の出席で評価の対象とする。
2.運動に相応しい服装とシューズで授業に出席すること。
3.積極的に授業にとりくむこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
1.競技の特性やルールについて、教科書をもとに学習し、理解しておくこと。
2.全員が共通の認識を持ってスムーズに授業に臨めるように準備しておく。
3.各回で学習した内容は次週に活かせるようにしておく。

５.教科書
使用しない

６.参考書
使用しない

７.成績評価の方法
授業への出席 80%、レポート(10%)、授業態度(10%)

８.その他
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ウェルネスＡ
（和泉開講）

竹崎

一真

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)HES113J

１.授業の概要・到達目標
現在、世界保健機構（ＷＨＯ）は、
「健康」を「単に病気あるいは虚弱でないというだけでなく、肉体的、精神的、社会的に良
好な状態（全人的健康）
」として定義している。アメリカの医学者ハルバート・ダンはこの定義をさらに深め、より良い状態に
するために、自己の身体への気づきを深め、QOL（生活の質）を追求する積極的な健康法である「ウェルネス」を提唱した。
本授業では、ダンが提唱する「ウェルネス」を実践的に学ぶことに加えて、身体運動やスポーツの実践に不可欠な「身体の多様
性」や「他者との共生」についての理解も高めていくことを目標とする。多様性に対する理解の高まりとともに、ユニバーサル
デザイン（文化・言語・国籍や年齢・性別・能力などの違いにかかわらず、出来るだけ多くの人が利用できることを目指した設
計）への取り組みが重要視されている今日、
「ウェルネス」にもそうした考え方を導入することが求められている。そのため授
業では、自己の身体への気づきを高めることを目的とした身体運動とスポーツの実践だけでなく、身体の多様性を学ぶことを
目的とした障害者スポーツの実践や、他者との共生についての理解を深めるためのスポーツのルール開発を実践する。

２.授業内容
現在、世界保健機構（ＷＨＯ）は、
「健康」を「単に病気あるいは虚弱でないというだけでなく、肉体的、精神的、社会的に良
好な状態（全人的健康）
」として定義している。アメリカの医学者ハルバート・ダンはこの定義をさらに深め、より良い状態に
するために、自己の身体への気づきを深め、QOL（生活の質）を追求する積極的な健康法である「ウェルネス」を提唱した。
本授業では、ダンが提唱する「ウェルネス」を実践的に学ぶことに加えて、身体運動やスポーツの実践に不可欠な「身体の多様
性」や「他者との共生」についての理解も高めていくことを目標とする。多様性に対する理解の高まりとともに、ユニバーサル
デザイン（文化・言語・国籍や年齢・性別・能力などの違いにかかわらず、出来るだけ多くの人が利用できることを目指した設
計）への取り組みが重要視されている今日、
「ウェルネス」にもそうした考え方を導入することが求められている。そのため授
業では、自己の身体への気づきを高めることを目的とした身体運動とスポーツの実践だけでなく、身体の多様性を学ぶことを
目的とした障害者スポーツの実践や、他者との共生についての理解を深めるためのスポーツのルール開発を実践する。

３.履修上の注意
運動に適した服装を着用すること。春学期は屋内専用シューズ、秋学期は屋外専用シューズを使用すること。体調管理を徹底
すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
日常的に体を動かす習慣を身につけましょう。

５.教科書
使用しない。

６.参考書
使用しない。

７.成績評価の方法
・評価を受けるためには３分の２以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60 点），クラスメイトとの関わり方（20 点）
，期末レポート（20 点）から総合評価する。

８.その他
４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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ウェルネスＢ
（和泉開講）

竹崎

一真

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)HES113J

１.授業の概要・到達目標
現在、世界保健機構（ＷＨＯ）は、
「健康」を「単に病気あるいは虚弱でないというだけでなく、肉体的、精神的、社会的に良
好な状態（全人的健康）
」として定義している。アメリカの医学者ハルバート・ダンはこの定義をさらに深め、より良い状態に
するために、自己の身体への気づきを深め、QOL（生活の質）を追求する積極的な健康法である「ウェルネス」を提唱した。今
日の体育・スポーツ科学では、このウェルネスを達成するには次の 5 領域を理解することが重要だとされている。
・情緒の領域：ストレスコントロール
・精神の領域：人生観や生きがい
・身体の領域：健全な身体育成、身体のあり方
・環境の領域：自然環境、社会環境、人間関係、平和
・価値の領域：価値の認識（その人の物の見方、考え方）
本授業では、①「身体運動の歴史的・文化的側面」②「身体の多様性」③「メンタルヘルス」⓸「近年の環境変化」にとりわけ
着目し、講義やディスカッションを行うことで、この 5 領域についての理解を深めるとともに、ウェルネスに対する自分なり
の考えを構築できるようにすることを目標とする。

２.授業内容
＜春学期・秋学期共通＞
第 1 回：イントロダクション（ウェルネスとは何か）
第 2 回：身体運動の歴史と文化①（遊戯とウェルネス）
第 3 回：身体運動の歴史と文化②（スポーツとウェルネス）
第 4 回：身体運動の歴史と文化③（フィットネスとウェルネス）
第 5 回：身体の多様性①（健康／病）
第 6 回：身体の多様性②（ジェンダー・セクシュアリティ）
第 7 回：身体の多様性③（健常／障害）
第 8 回：メンタルヘルス①（心身の健康）
第 9 回：メンタルヘルス②（メンタルトレーニング）
第 10 回：メンタルヘルス③（メンタルウェルネス）
第 11 回：ウィズコロナ時代のウェルネス①（コロナ（感染症）と健康）
第 12 回：ウィズコロナ時代のウェルネス②（デジタルフィットネス）
第 13 回：学校体育とウェルネス
第 14 回：まとめ
※授業内容は、変更する場合があります。

３.履修上の注意
毎回授業では、グループディスカッションを行う。感染対策を徹底すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
予習については，前週に指示するので各自準備をして授業に臨むこと。事前に授業に関わる資料を配布したり調べるべき課題
を指定したりするので，それを読み自分なりの理解と考えを整理すること。

５.教科書
特になし。

６.参考書
特になし。授業中に適宜紹介する。

７.成績評価の方法
授業内容の理解度（リアクションペーパー）
：10％
授業内でのディスカッション：20％
期末レポート：70％

８.その他
何かあれば、適宜授業中に伝える。

562

ウェルネス・スポーツＡ
（ニュースポーツ）

竹崎

一真

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)HES243J

１.授業の概要・到達目標
現在、世界保健機構（ＷＨＯ）は、
「健康」を「単に病気あるいは虚弱でないというだけでなく、肉体的、精神的、社会的に良
好な状態（全人的健康）
」として定義している。アメリカの医学者ハルバート・ダンはこの定義をさらに深め、より良い状態に
するために、自己の身体への気づきを深め、QOL（生活の質）を追求する積極的な健康法である「ウェルネス」を提唱した。
本授業では、ダンが提唱する「ウェルネス」を実践的に学ぶことに加えて、身体運動やスポーツの実践に不可欠な「身体の多様
性」や「他者との共生」についての理解も高めていくことを目標とする。多様性に対する理解の高まりとともに、ユニバーサル
デザイン（文化・言語・国籍や年齢・性別・能力などの違いにかかわらず、出来るだけ多くの人が利用できることを目指した設
計）への取り組みが重要視されている今日、
「ウェルネス」にもそうした考え方を導入することが求められている。そのため授
業では、自己の身体への気づきを高めることを目的とした身体運動とスポーツの実践だけでなく、身体の多様性を学ぶことを
目的とした障害者スポーツの実践や、他者との共生についての理解を深めるためのスポーツのルール開発を実践する。

２.授業内容
本授業では、いわゆる「競技スポーツ」ではなく、ライフキネティックやパラスポーツ、ニュースポーツなど、誰でも能力に関
係なく参加できるスポーツ中心に行う。
＜授業場所：SR11＞
第 1 回：イントロダクション
第 2 回：ライフキネティック①
第 3 回：ライフキネティック②
第 4 回：ストレングス＆コンディショニング
第 5 回：ユニホッケー①
第 6 回：ユニホッケー②
第 7 回：パターゴルフ
第 8 回：ドッチビー
第 9 回：ペタンク／ボッチャ
第 10 回：ユニホッケー③
第 11 回：フットサル
第 12 回：ブラインドサッカー
第 13 回：ライフキネティック③
第 14 回：まとめ
※授業内容は、状況に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズを使用すること。体調管理を徹底すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
日常的に体を動かす習慣を身につけましょう。

５.教科書
使用しない。

６.参考書
使用しない。

７.成績評価の方法
・評価を受けるためには３分の２以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60 点），クラスメイトとの関わり方（20 点）
，期末レポート（20 点）から総合評価する。

８.その他
４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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ウェルネス・スポーツＡ
（ヨガ・護身術）

ソリドーワル，マーヤ

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)HES243J

１.授業の概要・到達目標
『ヨーガ・マーシャルアーツ』
本授業においてヨーガと空手道を行います。ヨーガはインドの代表的な運動文化で，特に柔軟性を強化し，体と心のバラン
スを目指すエクササイズです。空手道は中国拳法の影響を受けながら沖縄で展開し，1920 年代から日本本土で普及と近代化し
てきた日本の武道です。現在の空手道は伝統武道，競技スポーツと護身術だけでなく，健康運動としても行われています。空
手道を通じて全身の体力の強化ができ，身体感覚も高められます。本授業では健康運動を観点としながらヨーガと空手道の基
本動作を身に付けます。
ヨーガと空手道の基本動作を行うことを通じて柔軟性と体力全体を強化すること及び身体感覚の意識を高めることは本授業
の到達目標です。

２.授業内容
（１）イントロダクション
（２）ヨーガの基本動作１
（３）ヨーガの基本動作２
（４）ヨーガの基本動作３
（５）ヨーガの基本動作３
（６）ヨーガの復習と中間発表
（７）空手道の基本動作１
（８）空手道の基本動作２
（９）空手道の基本動作３
（10）空手道の形１
（11）空手道の形２
（12）空手道の形３，グループワーク
（13）空手道の形４，グループワーク
（14）本授業のまとめ，最終発表

３.履修上の注意
服装は運動しやすい格好，足元は基本的に素足とします。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
体育実技の実施に相応しい服装を用意し，体調管理を十分行うようにして下さい。

５.教科書
特定の教科書は使用しません。必要に応じてプリントを配布します。

６.参考書
使用しません。

７.成績評価の方法
平常点 50%，授業態度等 30%，レポート 20％から総合的に評価をします。本授業は実技授業のため，特に出席を重視します。30
分未満の遅刻と見学は各々3 回で，30 分以上の遅刻と早退は各々1 回で欠席１回に相当します。

８.その他
受講にあたっては，当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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ウェルネス・スポーツＡ
（レクリエーションスポーツ）

奈良岡

佑南

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)HES243J

１.授業の概要・到達目標
【レクリエーションスポーツ】
スポーツは、健康の予防・維持・増進に役立つことはもちろん、チームワークを通して他人とのコミュニケーションスキルを
養うためのツールにもなります。本授業では、誰でも簡単に取り組むことのできる種目を通して、スポーツの楽しさを再発見
するとともに、運動習慣を身につけること、また主体的に行動する習慣を身につけることを目指します。

２.授業内容
第 1 回: イントロダクション(レクリエーションスポーツとは、授業の進め方、諸注意)
第 2 回：インディアカ(1)
第 3 回：インディアカ(2)
第 4 回：フライングディスク(1)
第 5 回：フライングディスク(2)
第 6 回：３×３(1)
第 7 回：３×３(2)
第 8 回：ダーツ(1)
第 9 回：ダーツ(2)
第 10 回：ソフトバレーボール(1)
第 11 回：ソフトバレーボール(2)
第 12 回：ドッジビー(1)
第 13 回：ドッジビー(2)
第 14 回：まとめ、レポート提出

※必要に応じて教場と内容を変更することがあります

３.履修上の注意
1.授業の 2/3 以上の出席で評価の対象とする。
2.運動に相応しい服装とシューズで授業に出席すること。
3.積極的に授業にとりくむこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業で行う種目についてルール等を予習し、出席者全員が共通の認識をもった上で授業に臨むことが望ましい。

５.教科書
使用しない

６.参考書
使用しない

７.成績評価の方法
平常点(80%)、レポート(10%)、授業への貢献度(10%)

８.その他
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ウェルネス・スポーツＢ
（ニュースポーツ）

竹崎

一真

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)HES243J

１.授業の概要・到達目標
現在、世界保健機構（ＷＨＯ）は、
「健康」を「単に病気あるいは虚弱でないというだけでなく、肉体的、精神的、社会的に良
好な状態（全人的健康）
」として定義している。アメリカの医学者ハルバート・ダンはこの定義をさらに深め、より良い状態に
するために、自己の身体への気づきを深め、QOL（生活の質）を追求する積極的な健康法である「ウェルネス」を提唱した。
本授業では、ダンが提唱する「ウェルネス」を実践的に学ぶことに加えて、身体運動やスポーツの実践に不可欠な「身体の多様
性」や「他者との共生」についての理解も高めていくことを目標とする。多様性に対する理解の高まりとともに、ユニバーサル
デザイン（文化・言語・国籍や年齢・性別・能力などの違いにかかわらず、出来るだけ多くの人が利用できることを目指した設
計）への取り組みが重要視されている今日、
「ウェルネス」にもそうした考え方を導入することが求められている。そのため授
業では、自己の身体への気づきを高めることを目的とした身体運動とスポーツの実践だけでなく、身体の多様性を学ぶことを
目的とした障害者スポーツの実践や、他者との共生についての理解を深めるためのスポーツのルール開発を実践する。

２.授業内容
本授業では、いわゆる「競技スポーツ」ではなく、ライフキネティックやパラスポーツ、ニュースポーツなど、誰でも能力に関
係なく参加できるスポーツ中心に行う。
＜授業場所：SR11＞
第 1 回：イントロダクション
第 2 回：ライフキネティック①
第 3 回：ライフキネティック②
第 4 回：ストレングス＆コンディショニング
第 5 回：ユニホッケー①
第 6 回：ユニホッケー②
第 7 回：パターゴルフ
第 8 回：ドッチビー
第 9 回：ペタンク／ボッチャ
第 10 回：ユニホッケー③
第 11 回：フットサル
第 12 回：ブラインドサッカー
第 13 回：ライフキネティック③
第 14 回：まとめ
※授業内容は、状況に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズを使用すること。体調管理を徹底すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
日常的な運動習慣を身につけましょう。

５.教科書
使用しない。

６.参考書
使用しない。

７.成績評価の方法
・評価を受けるためには３分の２以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60 点），クラスメイトとの関わり方（20 点）
，期末レポート（20 点）から総合評価する。

８.その他
４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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ウェルネス・スポーツＢ
（日本舞踊）

森田

ゆい

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)HES243J

１.授業の概要・到達目標
日本の民族衣装である着物（浴衣）を着て，日本の踊りを体験することにより，着物を着た所作や立ち居振る舞いと共にそ
の身体表現の文化を学びます。
着物（浴衣）を自分で着る技術を習得し，国際交流の場において日本舞踊を披露できる能力を培うことを目指します。

２.授業内容
第１回：イントロダクション，着物の名称，扇子の名称，日本舞踊とは
第２回：浴衣の着方, 日本舞踊の基礎
第３回：浴衣の着方, 日本舞踊「菊づくし」
（１）
第４回：浴衣の着方, 日本舞踊「菊づくし」
（２）
第５回：浴衣の着方, 日本舞踊「菊づくし」
（３）
第６回：浴衣の着方, 日本舞踊「菊づくし」
（４）
第７回：「菊づくし」まとめ・理解度の確認
第８回：日本舞踊と地唄舞概論（講義）
第９回：地唄舞「浮舟」
（１）
第 10 回：地唄舞「浮舟」
（２）
第 11 回：地唄舞「浮舟」
（３）
第 12 回：地唄舞「浮舟」
（４）
第 13 回：地唄舞「浮舟」
（５）
第 14 回：
「浮舟」まとめ・理解度の確認

３.履修上の注意
各自で浴衣，帯，足袋を用意してください。
用意が難しい場合には，貸し出しなど相談に応じます。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
自宅で練習できるように音源をお渡し出来ます。
各自で適宜予習・復習をお願いします。

５.教科書
用いません。必要に応じてプリントを配布します。

６.参考書
７.成績評価の方法
平常点 50%，踊りの実技と着付けのテスト 30%，授業への貢献度 10%，講義授業の際のリアクションペーパー10%で評価します。

８.その他
受講にあたっては，当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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ウェルネス・スポーツＢ
（レクリエーションスポーツ）

奈良岡

佑南

1 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)HES243J

１.授業の概要・到達目標
【レクリエーションスポーツ】
スポーツは、健康の予防・維持・増進に役立つことはもちろん、チームワークを通して他人とのコミュニケーションスキルを
養うためのツールにもなります。本授業では、誰でも簡単に取り組むことのできる種目を通して、スポーツの楽しさを再発見
するとともに、運動習慣を身につけること、また主体的に行動する習慣を身につけることを目指します。

２.授業内容
第 1 回: イントロダクション(レクリエーションスポーツとは、授業の進め方、諸注意)
第 2 回：インディアカ(1)
第 3 回：インディアカ(2)
第 4 回：フライングディスク(1)
第 5 回：フライングディスク(2)
第 6 回：３×３(1)
第 7 回：３×３(2)
第 8 回：ダーツ(1)
第 9 回：ダーツ(2)
第 10 回：ソフトバレーボール(1)
第 11 回：ソフトバレーボール(2)
第 12 回：ドッジビー(1)
第 13 回：ドッジビー(2)
第 14 回：まとめ、レポート提出

※必要に応じて教場と内容を変更することがあります

３.履修上の注意
1.授業の 2/3 以上の出席で評価の対象とする。
2.運動に相応しい服装とシューズで授業に出席すること。
3.積極的に授業にとりくむこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
次回の授業で行う種目についてルール等を予習し、出席者全員が共通の認識をもった上で授業に臨むことが望ましい。

５.教科書
使用しない

６.参考書
使用しない

７.成績評価の方法
平常点(80%)、レポート(10%)、授業への貢献度(10%)

８.その他
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ウェルネス・スポーツＣ
（バレーボール）

奈良岡

佑南

1 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)HES343J

１.授業の概要・到達目標
本授業は、バレーボールを通じて活力あるライフスタイルを形成するための理論と実践能力を学習する。さらに健康・体力
の維持向上だけでなく、友達づくりや仲間との信頼関係の構築を経験するとともに、生涯スポーツの楽しさや意義について考
えていく。
基本技術の習得、種目のルールや歴史的背景の理解、自ら考え行動すること、チームでの活動に積極的に参加することを目
標とする。

２.授業内容
【バレーボール】
第 1 回: イントロダクション(授業の進め方、諸注意)
第 2 回：バレーボールの歴史及、用具の準備方法、基本動作
第 3 回：基本練習（オーバーハンドパス・アンダーハンドパス）
、ミニゲーム
第 4 回：基本練習（サーブ・レシーブ）
、ミニゲーム
第 5 回：基本練習（スパイク・トス・ブロック）
、ミニゲーム
第 6 回：応用練習、リーグ戦①
第 7 回：応用練習、リーグ戦②
第 8 回：応用練習、リーグ戦③
第 9 回：応用練習、リーグ戦④
第 10 回：応用練習、トーナメント戦①
第 11 回：応用練習、トーナメント戦②
第 12 回：応用練習、トーナメント戦③
第 13 回：応用練習、トーナメント戦④
第 14 回：まとめ、レポート提出
※必要に応じて内容を変更することがあります。

３.履修上の注意
1.授業の 2/3 以上の出席で評価の対象とする。
2.運動に相応しい服装とシューズで授業に出席すること。
3.積極的に授業にとりくむこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
1.競技の特性やルールについて、教科書をもとに学習し、理解しておくこと。
2.全員が共通の認識を持ってスムーズに授業に臨めるように準備しておく。
3.各回で学習した内容は次週に活かせるようにしておく。

５.教科書
使用しない

６.参考書
使用しない

７.成績評価の方法
授業への出席 80%、レポート(10%)、授業態度(10%)

８.その他
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ウェルネス・スポーツＤ
（バスケットボール）

奈良岡

佑南

1 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)HES343J

１.授業の概要・到達目標
本授業は、バスケットボールを通じて活力あるライフスタイルを形成するための理論と実践能力を学習する。さらに健康・
体力の維持向上だけでなく、友達づくりや仲間との信頼関係の構築を経験するとともに、生涯スポーツの楽しさや意義につい
て考えていく。
基本技術の習得、種目のルールや歴史的背景の理解、自ら考え行動すること、チームでの活動に積極的に参加することを目
標とする。

２.授業内容
【バスケットボール】
第 1 回: イントロダクション(授業の進め方、諸注意)
第 2 回：バスケットボールの歴史、用具の準備方法、基本動作
第 3 回：基本練習（パス、ドリブル、シュート）
、ミニゲーム①
第 4 回：基本練習（パス、ドリブル、シュート）
、ミニゲーム②
第 5 回：基本練習（パス、ドリブル、シュート）
、ミニゲーム③
第 6 回：応用練習 (1 対 1、2 対 2) ミニゲーム①
第 7 回：応用練習 (1 対 1、2 対 2) ミニゲーム②
第 8 回：応用練習 (1 対 1、2 対 2) ミニゲーム③
第 9 回：応用練習 (3 対 3、ディフェンスの種類) ミニゲーム①
第 10 回：応用練習 (3 対 3、ディフェンスの種類) ミニゲーム②
第 11 回：応用練習 (3 対 3、ディフェンスの種類) ミニゲーム③
第 12 回：リーグ戦①
第 13 回：リーグ戦②
第 14 回：まとめ、レポート提出
※必要に応じて内容を変更することがあります。

３.履修上の注意
1.授業の 2/3 以上の出席で評価の対象とする。
2.運動に相応しい服装とシューズで授業に出席すること。
3.積極的に授業にとりくむこと。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
1.競技の特性やルールについて、教科書をもとに学習し、理解しておくこと。
2.全員が共通の認識を持ってスムーズに授業に臨めるように準備しておく。
3.各回で学習した内容は次週に活かせるようにしておく。

５.教科書
使用しない

６.参考書
使用しない

７.成績評価の方法
授業への出席 80%、レポート(10%)、授業態度(10%)

８.その他
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キャリアデザイン科目群

571

キャリアデザイン（春学期）

コーディネーター

小田

光康

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INS131J

１.授業の概要・到達目標
「キャリア」という言葉は日本語にしにくい言葉で，あえて訳せば「職業生涯」となる。つまりキャリアとは，ある特定の時
点での仕事やその成果を問題にするのではなく，過去・現在・将来というように時間が経過していく中で，仕事を中心に見た
生涯のことを意味している。
このようなキャリアは，それぞれの人によって異なっていて，千人の人がいれば千とおりのキャリアが生まれ，しかもその
うちどのキャリアが優れているという性格のものでもない。なぜなら理想的なキャリアも，また人によって異なっているから
である。キャリアデザインとは，各人が，それぞれの適性や興味，あるいは経験などをベースに，仕事（や活動）を中心とした
それぞれの生涯を設計することである。その中には，そのような生涯を実現するためには，現在あるいは近い将来，何をした
ら良いかを考えることも含まれている。
この授業は，受講生が自らのキャリアをデザインしていくための糸口を見出だせるようになることを目標としている。その
ために授業では，最初の１回では概論的な説明を行なうが，それ以降は，様々な分野で実際に活躍している人をゲストに招き，
その経験などを話してもらうことにしている。これらをもとに，学生諸君が自らのキャリアをデザインしていくことを期待し
ている。

２.授業内容
第１回は，この科目の担当教員が次の内容の講義を行なう。
「キャリアデザインとは何か」
第２回以降は，以下のゲストスピーカーによる講義である。
なお，それぞれ超多忙に活躍されている方々なので，開講順序の変更等もありうるが，その都度，Oh-o!Meiji 等でアナウン
スを行うので，注意されたい。
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

オリエンテーション「キャリアデザインとは何か」
フリーランスではたらくには
広告屋の背伸びのキャリアデザイン
肩書きは自分で作れ Co の時代のキャリアデザイン
外資系企業で働くということ
旅から生まれる未知で豊かな生き方と仕事
英語でケンカできるキャリアの作り方
弁護士のこれまでと，これから
カルト問題専門のライターという仕事
スタートアップで働くということ～ＡＩ時代のキャリアデザイン～
テレビで働くということ～アナウンサーのコミュニケーション術～
企業コミュニケーション・広報という仕事
「茶の道」というキャリア
自分のキャリアは自分で創れ

３.履修上の注意
１．不可抗力以外の遅刻は欠席扱い，授業中の私語・居眠りは厳禁。
２．受講態度が不良の場合，退室を命じ，その後の受講を認めず，単位を付与しない。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
最近の就職活動，労働市場，起業に関する新聞記事等を読んでくること。

５.教科書
特定の教科書は使用しない。

６.参考書
平松庚三著『君は英語でケンカができるか?～プロ経営者が教えるガッツとカタカナ英語の仕事術キャリアに揺れる』（クロス
メディア・パブリッシング（インプレス）
，2015）

７.成績評価の方法
出席状況と，毎回の提出を課すレポート（Oh-o!Meiji クラスウェブアンケート）
：70％
最終レポート：30％
※ただし，全体の 11 回以上の出席と，期限内のレポート提出は，単位取得の必要条件。30 分未満の遅刻・早退は 0.5 出席とカ
ウントする。30 分以上の遅刻・早退は欠席扱いとする。

８.その他
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キャリアデザイン（秋学期）

コーディネーター

小田

光康

2 単位

1 年次

科目ナンバー
(IC)INS131J

１.授業の概要・到達目標
「キャリア」という言葉は日本語にしにくい言葉で，あえて訳せば「職業生涯」となる。つまりキャリアとは，ある特定の時
点での仕事やその成果を問題にするのではなく，過去・現在・将来というように時間が経過していく中で，仕事を中心に見た
生涯のことを意味している。
このようなキャリアは，それぞれの人によって異なっていて，千人の人がいれば千とおりのキャリアが生まれ，しかもその
うちどのキャリアが優れているという性格のものでもない。なぜなら理想的なキャリアも，また人によって異なっているから
である。キャリアデザインとは，各人が，それぞれの適性や興味，あるいは経験などをベースに，仕事（や活動）を中心とした
それぞれの生涯を設計することである。その中には，そのような生涯を実現するためには，現在あるいは近い将来，何をした
ら良いかを考えることも含まれている。
この授業は，受講生が自らのキャリアをデザインしていくための糸口を見出だせるようになることを目標としている。その
ために授業では，最初の１回では概論的な説明を行なうが，それ以降は，様々な分野で実際に活躍している人をゲストに招き，
その経験などを話してもらうことにしている。これらをもとに，学生諸君が自らのキャリアをデザインしていくことを期待し
ている。

２.授業内容
第１回は，この科目の担当教員が次の内容の講義を行なう。
「キャリアデザインとは何か」
第２回以降は，以下のゲストスピーカーによる講義である。
なお，それぞれ超多忙に活躍されている方々なので，開講順序の変更等もありうるが，その都度，Oh-o!Meiji 等でアナウン
スを行うので，注意されたい。
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14

イントロダクション「キャリアデザインとは何か」
英語でケンカできるキャリアの作り方
テレビで働くということ～アナウンサーのコミュニケーション術～
旅から生まれる未知で豊かな生き方と仕事
スタートアップで働くということ～ＡＩ時代のキャリアデザイン～
フリーランスではたらくには
肩書きは自分で作れ Co の時代のキャリアデザイン
カルト問題専門のライターという仕事
弁護士のこれまでと，これから
外資系企業で働くということ
「茶の道」というキャリア
企業コミュニケーション・広報という仕事
広告屋の背伸びのキャリアデザイン
自分のキャリアは自分で創れ

３.履修上の注意
１．不可抗力以外の遅刻は欠席扱い，授業中の私語・居眠りは厳禁。
２．受講態度が不良の場合，退室を命じ，その後の受講を認めず，単位を付与しない。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
最近の就職活動，労働市場，起業に関する新聞記事等を読んでくること。

５.教科書
特定の教科書は使用しない。

６.参考書
平松庚三著『君は英語でケンカができるか?～プロ経営者が教えるガッツとカタカナ英語の仕事術キャリアに揺れる』（クロス
メディア・パブリッシング（インプレス）
，2015）

７.成績評価の方法
出席状況と，毎回の提出を課すレポート（Oh-o!Meiji クラスウェブアンケート）
：70％
最終レポート：30％
※ただし，全体の 11 回以上の出席と，期限内のレポート提出は，単位取得の必要条件。30 分未満の遅刻・早退は 0.5 出席とカ
ウントする。30 分以上の遅刻・早退は欠席扱いとする。

８.その他

573

インターンシップ入門

久保田

達之助

2 単位

2 年次

科目ナンバー
(IC)INS231J

１.授業の概要・到達目標
【授業概要】
現役企業人講師による講義な為，企業が求める人材についてリアルな話が中心になる。就職協定撤廃により，早期から自己分
析を行いキャリアについて考えることが求められる。受講生がインターンを受ける為の羅針盤になるように講義を行う。
【到達目標】
やりたい仕事を絞れ，どうすれば希望職種に就けるかを自分で考えられるレベルになる。

２.授業内容
第１回：イントロダクション
第２回：就職活動の取り巻く環境
第３回：自己実現とキャリアデザインについて考える
第４回：実践的企業活動（１）
第５回：実践的企業活動（２）
第６回：実践的企業活動（３）
第７回：実践的企業活動（４）
第８回：実践的企業活動（５）
第９回：実践的企業活動（６）
第 10 回：実践的企業活動（７）
第 11 回：エントリーシートの書き方①
第 12 回：エントリーシートの書き方②
第 13 回：面接のポイント
第 14 回：授業総括
＊講義内容は必要に応じて変更になることがあります。

３.履修上の注意
多くの企業人ゲストスピーカーが講義するので，受講態度が望ましくないと判断される学生に対して厳格に対応するので注意
すること。
講師は明治大学 OB で現役大手消費財メーカー取締役なので，企業人から積極的に吸収したい学生のみ受講すること。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に指示した企業に関する業界研究を行い，理解を深めること。

５.教科書
特になし。担当教員の作成した資料に沿って講義を進める。

６.参考書
特になし。

７.成績評価の方法
平常点 60％，レポート 40％
なお，平常点は出席状況，受講態度，グループワークへの参加姿勢から総合的に評価する。

８.その他

574

インターンシップ

コーディネーター

横田

貴之

2 単位

3 年次

科目ナンバー
(IC)INS311J

１.授業の概要・到達目標
この授業では、実際にビジネスの現場で取り扱う専門知識をワーク形式で体感的に学ぶことができます。
学びのテーマは、
「マーケティング DX」です。DX とは「デジタルトランスフォーメーション」のことで、デジタル技術によっ
て既存の価値観や枠組みを根底から覆す、革新的なイノベーションを起こすという意味です。つまり、マーケティング DX とは、
市場調査や商品開発、広告宣伝、効果検証といったマーケティングプロセスを、IT ツールや AI などのデジタル技術を用いて
様々なデジタルデータをクロスさせ、新しいビジネスやサービスを生み出すことを意味しています。
本授業を実施する凸版印刷は『すべてを突破する。TOPPA!!!TOPPAN』のブランドコピーを掲げているように、まさにマーケテ
ィング DX の先駆的ビジネスを手掛けている会社です。凸版印刷が最先端のデジタルマーケティング理論を用い、実際にマーケ
ティング DX の領域で社会に対しどのような価値を創出しているか学ぶことができます。
中でも特に履修生のみなさんに理解の深化を求めることは「顧客体験」の変革です。顧客体験（カスタマーエクスペリエンス）
とは、顧客が初めてサービスを認知したその時から、購入のアクションを起こして商品やサービスに触れ、その価値を享受し
た後にアフターサービスを受けるに至るまでの一連の流れを言います。
顧客がサービスを認知した時の驚き、価値を享受した時の喜び、楽しさ、幸福感といった感情をも捉えた、真の顧客中心を実
現するために、凸版印刷は最先端の「フルファネル型」マーケティングアプローチを提唱しています。
履修生のみなさんには、そうした理論を座学で終わらせることなく、ケースをもとに実践的に習得してもらいます。実践型学
習を通じて、インプット／アウトプット両面において主体的な学習態度を獲得してもらうことも目的としています。
また、リアルなビジネスの場を体感することで、自身の将来のキャリアを考察し、ヒントを得ることも授業目的のひとつです。
授業で多くの社員と接することで、最先端のデジタルマーケティングに携わる人財像を理解することができます。またその際、
リアルに触れて生じた自分のキャリアデザインへの不安や期待、疑問についても、社員との対話を通じて何か確証となるもの
や、解決のヒントとなるものが得られると思います。

２.授業内容
【この科目はクォーター（７週）完結型授業です】
授業は、１週２コマ連続、７週に渡って実施し、ほとんどすべての日にワークや発表の時間があります。
1. 1st WEEK デジタルマーケティング序章：テーマ１「マーケティング DX」
【レクチャー】
、テーマ２ 「顧客中心デザイン・
顧客体験」
【レクチャー】
2. 2nd WEEK 体感ワーク：テーマ「集客」
【レクチャー・ワーク・発表・フィードバック】
3. 3rd WEEK 体感ワーク：テーマ「獲得（UI/UX）」
【レクチャー・ワーク・発表・フィードバック】
4. 4th WEEK 体感ワーク：テーマ「育成（CRM）」
【レクチャー・ワーク・発表・フィードバック】
5. 5th WEEK 体感ワーク：テーマ「デジタルテクノロジー」
【レクチャー・ワーク・発表・フィードバック】
6. 6th WEEK 総合ワーク：総合提案作成ワーク前半【ワークの説明・ワーク】
7. 7th WEEK 総合ワーク：総合提案作成ワーク後半【ワーク・発表・フィードバック】／キャリアデザインについて【社員と
の対話・ディスカッション】
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

３.履修上の注意
講義はグループワークが中心となりますので、主体的な授業態度を求めます。特に欠席や遅刻はグループメンバーに迷惑をか
けることにもなるため、厳に慎んでください。
また講義では、最前線で働いている社員と接する機会を多く設ける予定です。学生という立場に甘んじて受け身になることな
く、履修生からも積極的にコミュニケーションを取ることを求めます。
また当講義の履修期間中は、社会人の態度や目線を模して、高い意識をもった学生生活を心がけてください。
授業外の時間においても世の中のビジネスに対し高い感度を持ち、例えばウェブサイトなどで積極的に情報収集を行うなど、
高い知的好奇心を発揮してください。そうした立ち居振る舞いが、当講義の学習成果を最大限高めることにもつながります。

４.準備学習（予習・復習等）の内容
特にありませんが、事前に参考資料を示す場合があります。

５.教科書
特にありません。

６.参考書
参考資料を示す場合があります。

７.成績評価の方法
授業への貢献度（小レポート含む）により評価します。

８.その他
ビジネスの現場を体感することを目的として、複数回の講義を凸版印刷社内にて実施する予定です。
その際、普段は関係者のみが利用できる凸版印刷の施設見学なども計画しています。※履修時間外・希望者のみ
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授業科目名索引
授業科目名
ページ数
ゼミナール科目群
基礎ゼミナール
6～36
問題発見テーマ演習Ａ
38～72
問題発見テーマ演習Ｂ
73～107
問題分析ゼミナールⅠ
問題分析ゼミナールⅡ
2022年度ゼミナール
案内を参照
問題解決ゼミナールⅠ
問題解決ゼミナールⅡ
学際科目群
情報コミュニケーション学入門Ａ
109～112
情報コミュニケーション学入門Ｂ
情報コミュニケーション学
113～115
専門科目群
社会科学
環境と社会
118
経営学
119
憲法Ａ
120
憲法Ｂ
121
コミュニティ論
122
ジェンダー論
123
市民社会と法Ⅰ
124
市民社会と法Ⅱ
125
社会学Ａ
126
社会学Ｂ
127
社会心理学Ａ
128
社会心理学Ｂ
129
情報社会と経済
130
情報倫理
131
政治学
132
組織論
133
犯罪と法Ⅰ
134
犯罪と法Ⅱ
135
法学
136
マクロ経済学
137
ミクロ経済学
138
メディア・リテラシー
139
人文科学
異文化理解
141
英語文学Ａ
142
英語文学Ｂ
143
外国文学
144～145
言語学
146
宗教学
147
小集団コミュニケーション
148～149
新興国事情
150
心理学Ａ
151
心理学Ｂ
152
生命論Ａ
153
生命論Ｂ
154
西洋史概論
155
地域文化論（基礎）
156
地誌学
157
地理学
158
哲学
159
東洋史概論
160
日本史概論
161
日本文学
162
パブリック・スピーキング
163
比較文化（基礎）Ａ
164
比較文化（基礎）Ｂ
165
メディア批評
166
歴史学
167
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授業科目名
自然科学
科学技術史
環境生物学
情報科学
情報検索論
地球環境科学
脳科学
社会システム
ＮＰＯ論
家族と法Ⅰ
家族と法Ⅱ
行政法と行政過程Ⅰ
行政法と行政過程Ⅱ
金融システム論Ⅰ
金融システム論Ⅱ
現代型犯罪と刑法Ⅰ
現代型犯罪と刑法Ⅱ
現代政治学Ⅰ
現代政治学Ⅱ
公共政策Ａ
公共政策Ｂ
コーポレート・ガバナンスⅠ
コーポレート・ガバナンスⅡ
国際開発協力論
国際関係論Ⅰ
国際関係論Ⅱ
国際経済論Ⅰ
国際経済論Ⅱ
財産と法Ⅰ
財産と法Ⅱ
ジェンダーと法Ⅰ
ジェンダーと法Ⅱ
ジェンダー・マネジメントⅠ
ジェンダー・マネジメントⅡ
社会思想史
社会福祉学Ａ
社会福祉学Ｂ
情報産業論
情報システム論
情報社会論Ａ
情報社会論Ｂ
情報政策論Ⅰ
情報政策論Ⅱ
情報法Ａ
情報法Ｂ
人権と憲法Ⅰ
人権と憲法Ⅱ
政策過程論
政治とメディア
ソーシャルビジネス論
組織と情報
知的財産法Ⅰ
知的財産法Ⅱ
ビジネスと法Ａ
ビジネスと法Ｂ
紛争解決システム論Ⅰ
紛争解決システム論Ⅱ
マスコミュニケーション論Ａ
マスコミュニケーション論Ｂ
メディアの歴史
メディア論

ページ数
169
170
171
172
173
174
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
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授業科目名索引
授業科目名
文化と表象
アート・マネジメント
英語の文化と歴史
映像表現論
音楽表現論
記号論
近・現代史Ⅰ
近・現代史Ⅱ
経済思想史
言語態研究
言語表現論
広告論
ジェンダーと社会Ⅰ
ジェンダーと社会Ⅱ
社会文化史Ａ
社会文化史Ｂ
情報社会と教育Ａ
情報社会と教育Ｂ
情報社会と芸術
情報社会と出版
情報デザイン論
情報文化論
スポーツ・ジャーナリズム論
造形表現論
多文化と相互理解Ⅰ
多文化と相互理解Ⅱ
地域文化論Ａ
地域文化論Ｂ
地域文化論Ｃ
地域文化論Ｄ
地域文化論（英語圏）Ａ
地域文化論（英語圏）Ｂ
日本文化論Ａ
日本文化論Ｂ
比較文学・比較文化ＢⅠ
比較文学・比較文化ＢⅡ
ユニバーサルデザイン
倫理学
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授業科目名
人間と環境
意思決定論Ⅰ
意思決定論Ⅱ
異文化間コミュニケーション
科学技術と人間
家族社会学Ⅰ
家族社会学Ⅱ
環境政策Ⅰ
コミュニケーション思想史
自然地理学
ジャーナリズム論Ⅰ
ジャーナリズム論Ⅱ
消費行動の心理学
情報社会と安全Ａ
情報社会と安全Ｂ
情報と経済行動
情報と職業
人口論
身体表現論
人文地理学
生命思想史Ⅰ
生命思想史Ⅱ
組織コミュニケーションＡ
組織コミュニケーションＢ
談話コミュニケーションⅠ
談話コミュニケーションⅡ
都市情報論
人間性心理学
ネットワーク社会論
パーソナリティ心理学
不確実性下の人間行動
リスク社会論
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303

授業科目名索引
授業科目名
外国語科目群
英語
English Skills ＡⅠ
English Skills ＡⅡ
English Skills ＢⅠ
English Skills ＢⅡ
Speech & Debate Ａ
Speech & Debate Ｂ
Critical Reading
Critical Discussion
Critical Writing Ａ
Critical Writing Ｂ
English Seminar Ⅰ
English Seminar Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ
英語コミュニケーションⅡ
英語音声学
ドイツ語
ドイツ語ＡⅠ
ドイツ語ＡⅡ
ドイツ語ＢⅠ
ドイツ語ＢⅡ
ドイツ語演習Ⅰ
ドイツ語演習Ⅱ
フランス語
フランス語ＡⅠ
フランス語ＡⅡ
フランス語ＢⅠ
フランス語ＢⅡ
フランス語演習Ⅰ
フランス語演習Ⅱ
スペイン語
スペイン語ＡⅠ
スペイン語ＡⅡ
スペイン語ＢⅠ
スペイン語ＢⅡ
スペイン語演習Ⅰ
スペイン語演習Ⅱ
中国語
中国語ＡⅠ
中国語ＡⅡ
中国語ＢⅠ
中国語ＢⅡ
中国語演習Ⅰ
中国語演習Ⅱ
韓国語
韓国語ＡⅠ
韓国語ＡⅡ
韓国語ＢⅠ
韓国語ＢⅡ
韓国語演習Ⅰ
韓国語演習Ⅱ
タイ語
タイ語ＡⅠ
タイ語ＡⅡ
タイ語ＢⅠ
タイ語ＢⅡ
タイ語演習Ⅰ
タイ語演習Ⅱ
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306～319
320～333
334～346
347～359
360～362
363～365
366～376
377～387
388～390
391～393
394
395
396～397
398～399
400

授業科目名
研究方法・表現実践科目群
情報リテラシー科目
専門情報リテラシー
ネットワーク技術Ⅰ
ネットワーク技術Ⅱ
ネットワーク技術Ⅲ
ネットワーク技術Ⅳ
プログラミング実習Ⅰ
プログラミング実習Ⅱ
アルゴリズム実習Ⅰ
アルゴリズム実習Ⅱ
日本語表現科目
日本語表現Ⅰ
日本語表現Ⅱ
クリエイション科目
演劇学
音楽論
クリエイティブ・コミュニケーション
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466
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美学・芸術学
身体コミュニケーションＡ
身体コミュニケーションＢ
メディア・アート
デジタルアートⅠ
デジタルアートⅡ
デジタルプレゼンテーション
非言語コミュニケーション
メディア教育論
リサーチリテラシー科目
科学リテラシー
数理リテラシー
統計学Ａ
統計学Ｂ
論理リテラシー
社会調査法Ａ
社会調査法Ｂ
質的調査分析法
社会調査実習
データ解析論Ⅰ
データ解析論Ⅱ
海外留学科目群
国際交流
ウェルネス科目群
ウェルネスＡ
ウェルネスＢ
ウェルネス・スポーツＡ
ウェルネス・スポーツＢ
ウェルネス・スポーツＣ
ウェルネス・スポーツＤ
キャリアデザイン科目群
キャリアデザイン
インターンシップ入門
インターンシップ
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