


科目ナンバー：（PE）PHL111J

哲学概論
2単位

1・2年次

教授 柴 崎 文 一

授業の概要・到達目標
ソクラテス以前の古代ギリシア哲学から説き起こし、ヘラクレイトスを経てア

リストテレスへと受け継がれて行く「ロゴスの探求」を、今日の学問体系との関
連性を視野に入れつつ概説すると共に、極めて抽象度の高い伝統的な哲学との対
比として、「自然」をめぐる現代の環境思想についても概説します。

伝統的な哲学では、「相対と絶対」「内在と超越」「主観と客観」「意識と存在」
等の概念が、極めて厳格な規定の下に使用されます。しかし私たちの日常的言語
使用において、これらの概念は必ずしも明確な規定の下に使用されているとは言
えません。言い換えれば、これらの概念を明確に理解した上で使用している人は、
それほど多くはないのです。一般に、哲学的文献が難しいとされることの原因は、
哲学的議論において極めて重要な役割をはたしているこれらの概念に対する理解
が不十分なことにある場合が多いと言えます。この授業では、哲学を理解する上
で欠くことのできないこれらの概念に関し、上述の内容に則しつつ解説して行く
ことによって、哲学ばかりでなく、政治学や経済学の古典を読解するための基礎
知識の形成にも資するものとしたいと考えています。

さらに伝統的な哲学の議論では、精神に対する物質や、意識に対する肉体を
「自然」という言葉で表現する場合が多いのですが、このような自然観は、極めて
観念的なものであって、私たちの日常的な自然理解とは異質なものであると言え
ます。これに対して、ソローやミューアによってアメリカで確立された自然思想
は、私たちの日常的な自然観を見つめ直し、単に考えられたものではない、本来
の意味での具体的な自然の意味を改めて認識し、その価値を提唱するもので、後
の自然保護思想の発展へと大きな寄与を果たしたものです。この授業では、上記
のような伝統的な哲学において使用される抽象度の高い諸概念と共に、とりわけ

「自然」という概念に着目し、抽象的な諸概念に関わる議論の対比として、具体的
で現実的な世界の意味や価値に関する思索についても解説して行くことにしたい
と考えています。

授業内容
下記の各テーマに則して、哲学的概念の概説を行います。

第1回 イントロダクション：古代ギリシアの文明と哲学
第2回 「万物の原理」をめぐる思索
第3回 タレスと自然の原理
第4回 アナクシマンドロスと「無限」
第5回 アナクシメネスと霊性的原理
第6回 ロゴスの哲学：ヘラクレイトスとアリストテレス
第7回 「見る」こと：自然科学の本質
第8回 倫理と宗教の本質的差異
第9回 マイケル・サンデルのコミュニタリアニズム
第10回 絶対者の哲学：ヘーゲルの観念論
第11回 「自然」をめぐる思想：ヘーゲルとエマソン
第12回 ソローとフロントカントリーの自然思想
第13回 ミューアとバックカントリーの自然思想
第14回 「存在」をめぐる思想：パルメニデスとハイデガー

（講義内容は、授業の進行状況等により変更する場合があります。）

履修の注意点

準備学習の内容
哲学的な概念は、日常的な意味とは必ずしも一致しないものが多いため、毎回

授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してください。また、
次回の講義に向けて、予め読んでおくことを指定する資料もあるので、そのよう
な場合には必ず準備をしてください。

教科書
『哲学・倫理学資料集 第4版』柴﨑文一編著（デザインエッグ社）

参考書
『アメリカ自然思想の源流』柴﨑文一著（明治大学出版会）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
毎回授業中に、Googleフォームを利用したリアクションペーパーの提出が課さ

れます。リアクションペーパーの提出状況が40%の評価となり、さらに学期末に
課されるレポートが60%の評価となって、最終的な成績評価を算出します。ただ
し、出席率が2/3以下の場合は、レポートが提出されても成績は「不可F」としま
す。また、リアクションペーパー及び期末レポートの提出に1度でも不正が認め
られた場合には、当該科目の成績を「不可F」とします。

その他
【欠席届について】
病気、事故などにより授業を欠席した場合は、「欠席届」をPDFファイルで作成
し、学期末の指定期間内に一括して提出してください。詳細は初回のガイダンス
で説明します。

【在宅受講特別配慮によるオンライン受講について】
在宅受講特別配慮者の受講状態は教室から確認できないため、該当者には、毎回
当日中に授業の概要をまとめた小レポート（700字以上800字以内）を提出しても
らいます。小レポートの評価は、対面授業出席者のリアクションペーパーと同様
です。なお、レポートに剽窃等の不正が認められた場合は、当該科目の評価を

「不可F」とします。
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兼任講師(営) 宇田川 尚 人

授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫
「私」「他者」「心」「現実」。多くの場合、日常生活を支えているこれら最も重要な

概念は、その意味の妥当性・正当性・根拠等があえて問われることはない。だが、
哲学という学問は、この通常「当たり前」と思っている事柄、「当然のこと」として
あまり深く考えずにすましている事柄に対して、徹底的に「なぜ」と問いかけ、そ
れらの問いや自分自身についての理解を深めてゆく学問である。「常識」の中で手垢
がつき鮮度が失われた「日常性」を越えて、「思考」を研ぎ澄まし「論理」を積み上
げてゆくことで開かれてくる哲学の世界を示したい。

〈到達目標〉
最終目標は、1）受講者一人一人が、氾濫する情報と多様化する価値観の中で、

（単なるトレンドに終わることのない）真の時代の要請や社会のニーズをみずから読
み解く能力を獲得すること、および2）いかなる状況においても、自己と世界との
関係を冷徹に分析する論理能力を習得することにある。ただし、半期という時間の
制約があるので、実質的な目標は、講義で紹介される思想の論理構造の解明やその
有効射程距離の検証を各自が追体験・追思考すること、またそうした思考訓練を通
して、具体的な状況の中で「自己」と「社会」との関係を論理的に分析し考察する、
いわば思索の〈コツ〉を身につけることとしたい。

授業内容
第1回目 哲学とは何か? --- 現代思想の問題提起

Heideggerの自我論
第2回目 交換可能な私？（私なんて、いてもいなくても世界は変わらない？）
第3回目 私 ─その非本来的自己と本来的自己─
第4回目 私の「唯一性」を保障するのは時間性か？

Binswangerと精神分析
第5回目 時間性と心の病（うつ病の時間性と双極性障害の時間性）
第6回目 「自明性」の喪失（当たり前ってどういうこと、なぜ当たり前なの？）

Levinasの他者論
第7回目 「同」の暴力（皆と同じ、皆に合わせなくっちゃ！って、息ができな

い！）
第8回目 感情移入と同型性に基づく他者理解の限界
第9回目 自─他の「非対称性」と真の他者への責任

Lacanの欲望論
第10回目 欲望とは他者の欲望である？（私はみんなが欲しいものが欲しい！）
第11回目 言葉は「もの」の殺害者である。「もの」の喪失と欲望における「対象a」

の発生
第12回目 心の在処を求めて…（すべては脳から始まるが、心は脳に還元できな

い？）
第13回目 無意識の欲望、欲望の「プロトタイプ」と文化（まだ足りない、もっと、

もっと、もっと！）
まとめ

第14回目 それでも「私」と「世界」は・・

履修の注意点
毎回出席し、集中して聴いていないとついてゆけなくなる可能性があるので、その
旨注意すること。
（特にLacanは超難解!）
その他の注意点は初回に述べる。

準備学習の内容
配付資料はざっと読んだだけではわからないかもしれない。それでも必ず目を通し、
1）自分の理解が正しいか自信のない箇所や、
2）理解できていないと思われる箇所をあらかじめチェクしておくこと。また、
3）配付資料には書かれていないが授業内で理解の為に「重要」と説明された「概
念」や「キーワード」は必ずメモを取り、
4）それらの「論理関係」を手掛かりとして、もう一度配布資料を復習の際に読み
込むこと。

教科書
教科書は使用しない。
プリントを必要に応じて、Web（Oh-o! Meiji）上にUPする。
紙媒体で授業中に配布する場合もある。

参考書
竹田青嗣 著「ハイデガー入門」講談社選書メチエ
熊野純彦 著「レヴィナス入門」ちくま新書
斎藤環 著「生き延びるためのラカン」ちくま文庫
新宮一成 書「ラカンの精神分析」講談社現代新書
その他の参考文献は授業の中で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
毎回のMS Formsでの課題（または リアクションペーパー ）（30%）と学期末のレ
ポートか試験（70%）で成績を評価する。
試験かレポートかは学生の希望を重視するが、受講者人数が100人以上になった場合
は試験とする可能性が高い。
3分の2以上の授業への参加をレポート提出および期末試験受験の最低条件とする。
＊ MS Formsでの課題（またはリアクションペーパー）は単なる出席表ではないの

で、書かれた内容の理解度、適切な質問
等の度合いに応じて、 －2～＋2点の間で平常点として加点してゆく。

＊ レポートまたは試験いずれでも50点以下は不可とする。

その他
特になし。
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教授 柴 崎 文 一

授業の概要・到達目標
古代ギリシアから現代に至る哲学の歴史を概観します。とりわけ中世以降

の西洋哲学における精神的基盤としてのキリスト教について詳解します。
中世以後の西洋哲学を理解する上で、キリスト教の理解は不可欠です。し

かしキリスト教文化圏ではない日本において、キリスト教の内容を正確に理
解している人は多くはありません。この授業では、特に『聖書』の内容を詳
しく検討することによって、キリスト教の理解を深めることを重要な目的と
しています。

加えて、中世から近・現代に至る哲学の歴史を概観します。 17世紀のデカ
ルトから始まる近代合理主義の哲学は、「我思う、故に我あり」という立言に
よって、神の実在によらない近代的自我の確立を高らかに宣言しました。し
かし、デカルトに始まる近代的自我の探究は、その後、カントの認識論や
フィヒテの自我論を経て、ヘーゲルによる自己意識の展開へと受け継がれ、
その本質を絶対精神（絶対者）として捉える、言わば「近代化したキリスト
教神学」の様相を呈するものになって行きました。これに真っ向から異を唱
えたのが、ニーチェのニヒリズムに他なりません。

この授業では、こうした哲学の歴史を概観するとともに、その現代的意義
についても言及したいと考えています。また抽象的な解説に終始することな
く、哲学や宗教に関連する様々な芸術や映画なども紹介し、文化論的な要素
を多く取り入れた講義にしていくつもりです。

授業内容
以下の各テーマに則して、西洋哲学における思索の歴史を概説します。

第1回 イントロダクション：「哲学」のルーツ
第2回 ソクラテス以前の哲学
第3回 ギリシア盛期の哲学
第4回 『旧約聖書』の世界I：言葉と創造
第5回 『旧約聖書』の世界II：宗教と倫理
第6回 『旧約聖書』の世界III：インマヌエル預言
第7回 『新約聖書』の世界I：受胎告知
第8回 『新約聖書』の世界II：洗礼者ヨハネとイエス
第9回 『新約聖書』の世界III：ロゴスの邂逅
第10回 ヘレニズム思想と新プラントン主義
第11回 キリスト教神学と中世哲学
第12回 近代理性の哲学
第13回 観念論の系譜
第14回 ニーチェとニヒリズム

（講義内容は、授業の進行状況等により変更する場合があります。）

履修の注意点

準備学習の内容
哲学的な概念は、日常的な意味とは必ずしも一致しないものが多いため、

毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよく理解してくださ
い。また、次回の講義に向けて、予め読んでおくことを指定する資料もある
ので、そのような場合には必ず準備をしてください。

教科書
『哲学・倫理学資料集 第4版』柴﨑文一編著（デザインエッグ社）

参考書
授業中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
毎回授業中に、Googleフォームを利用したリアクションペーパーの提出が

課されます。リアクションペーパーの提出状況が40%の評価となり、さらに
学期末に課されるレポートが60%の評価となって、最終的な成績評価を算出
します。ただし、出席率が2/3以下の場合は、レポートが提出されても成績は

「不可F」とします。また、リアクションペーパー及び期末レポートの提出に
1度でも不正が認められた場合には、当該科目の成績を「不可F」とします。

その他
【欠席届について】
病気、事故などにより授業を欠席した場合は、「欠席届」をPDFファイルで作
成し、学期末の指定期間内に一括して提出してください。詳細は初回のガイ
ダンスで説明します。

【在宅受講特別配慮によるオンライン受講について】
在宅受講特別配慮者の受講状態は教室から確認できないため、該当者には、
毎回当日中に授業の概要をまとめた小レポート（700字以上800字以内）を提
出してもらいます。小レポートの評価は、対面授業出席者のリアクション
ペーパーと同様です。なお、レポートに剽窃等の不正が認められた場合は、
当該科目の評価を「不可F」とします。
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授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫

現代社会において思想史を学ぶことは、多様化する情報と価値の海のただ中で、自らの
来し方・行く先を指し示す〈羅針盤〉のひとつを手に入れることを意味する。テクノロ
ジーのフラット化や世界のグローバリズム志向、それらに対置され孤立化する個人のアイ
デンティティクライシス、リアリティ－なき自分探しゲーム等。現代日本および世界が抱
える様々な社会現象の光と影、それらすべてを貫いて、あらゆる時代から、哲学は常に

「人間とは何か」という問いを発し続ける。

〈到達目標〉
最終目標は、1）受講者一人一人が、氾濫する情報と多様化する価値観の中で、（単な

るトレンドに終わることのない）真の時代の要請や社会のニーズをみずから読み解く能力
を獲得すること、および2）いかなる状況においても、自己と世界との関係を冷徹に分析
する論理能力を習得することにある。ただし、半期という時間の制約があるので、実質的
な目標は、講義で紹介される思想の論理構造の解明やその有効射程距離の検証を各自が追
思考すること、またそうした思考訓練を通して、具体的な状況の中で「自己」と「社会」
との関係を論理的に分析し考察する、いわば思索の〈コツ〉を身につけることとしたい。

授業内容
以下の内容は暫定案の為変更することもあり得る。詳細は講義初回に説明する。
第1回目 古代 イデア論 原理への問い （Platon～Aristoteles）
第2回目 中世 真・善・美 超越への問い （Augustinus～Occam）
第3回目 近代 人間による自己と世界の基礎づけ
第4回目 自己意識の確立と懐疑への問い （Descartes）
第5回目 心身二元論と人間機械論 （Descartes）
第6回目 大陸合理論の思想 （Spinoza～Leibniz）
第7回目 イギリス経験論の思想 （Locke～Hume）
第8回目 （まとめ）合理論 vs 経験論

心はどこに存在するのか？悪とは何か？自由意志は幻想か？
第9回目 Kantの超越論哲学 （Kant）『純粋理性批判』
第10回目 自己意識と世界の基礎づけ （Kant）『純粋理性批判』（難解）
第11回目 根源悪と人格形成論のゆくえ （Kant）『実践理性批判』
第12回目 ドイツ観念論 知の深淵への問い （Fichte ～ Shelling）（難解）
第13回目 ドイツ観念論 交叉する個と普遍 （Hegel）
第14回目 ニヒリズム 絶対的な価値の崩壊 （Nietzsche）

＊ 学生の理解度が不足していると思われた場合は、Kantの解説を増やし、ドイツ観
念論の解説を減らす可能性がある。

＊ 現代哲学に関しては、政経学部 拙講「哲学概論」の方で集中的に解説する

履修の注意点
毎回出席し、集中して聴いていないとついてゆけなくなる可能性があるので、その旨注

意すること。
（特にKantとドイツ観念論は超難解!）
その他の注意点は初回に述べる。

準備学習の内容
配付資料はざっと読んだだけではわからないかもしれない。それでも必ず目を通し、
1）自分の理解が正しいか自信のない箇所や、
2）理解できていないと思われる箇所をあらかじめチェクしておくこと。また、
3）配付資料には書かれていないが授業内で理解の為に「重要」と説明された「概念」や

「キーワード」は必ずメモを取り、
4）それらの「論理関係」を手掛かりとして、もう一度配布資料を復習の際に読み込むこ
と。

教科書
教科書は使用しない。
プリントを必要に応じて、Web（Oh-o! Meiji）上にUPする。
紙媒体で授業中に配布する場合もある。

参考書
参考文献は授業の中で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
毎回のMS Formsでの課題（または リアクションペーパー ）（30%）と学期末のレポート
か試験（70%）で成績を評価する。
試験かレポートかは学生の希望を重視するが、受講者人数が100人以上になった場合は試
験とする可能性が高い。またonline授業になった場合は自動的にレポートとする。
3分の2以上の授業への参加と課題の提出をレポート提出および期末試験受験の最低条件
とする。
＊ MS Formsでの課題（またはリアクションペーパー）は単なる出席表ではない。

書かれた内容の理解度、適切な質問等の度合いに応じて、 －2～＋2点の間で平常
点として加点または減点してゆく。

＊ レポートまたは試験いずれでも50点以下は不可とする。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）PHL191J

基礎論理学
2単位

1・2年次

教授 柴 崎 文 一

授業の概要・到達目標
今、ポケットの中に十円玉が五枚あって、そこから一枚を取り出せば、

それは十円玉に決まっています。このようにあらかじめ定められた前提か
ら、矛盾なく結論を導き出す考え方を演繹法と言います。この一見、極め
て単純な演繹法の論理こそ、あらゆる学問的な営みの基盤なのです。ここ
には間違いや例外の余地がありません。つまりこの論理には一貫性と必然
性が保障されているのです。

いかなる学問においても、「説明」や「論証」という要素を含まないもの
は存在しません。そして、ある事柄についての「説明」の中で、ある時の
説明と別の時の説明が異なっていたら、それは妥当な説明とはみなされま
せん。また、ある「論証」の中で、ある前提から、その度ごとに異なった
結論を出していたら、それも妥当な論証とはみなされません。このように、
学問的な説明や論証には、つねに一貫性や必然性という論理的な性質が要
求されるのですが、このような性質をもった典型的な論理形式こそが、演
繹法というものに他ならないのです。この授業では、以下のようなスケ
ジュールで、演繹法の様々な性質について解説を行い、学生諸君の基礎的
な論理能力の向上に資したいと考えています。

授業内容
第1回 イントロダクション：演繹法と帰納法
第2回 論証と推論
第3回 妥当性
第4回 条件的立言と条件的論証
第5回 背理法
第6回 ジレンマ
第7回 真理値表と妥当性
第8回 論理的等値
第9回 トートロジー
第10回 パラドックス
第11回 定言的三段論法
第12回 ヴェンの図式とクラス論理学
第13回 関係の論理学
第14回 限量記号

（講義内容は、授業の進行状況等に応じて変更する場合があります。）

履修の注意点

準備学習の内容
論理学は、特殊な用語によって多くの規則が規定されているため、独習

が難しい分野です。毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容
をよく理解してください。また、次回の講義に向けて、予め読んでおくこ
とを指定する資料もあるので、そのような場合には必ず準備をしてくださ
い。

教科書
『演繹法の論理ノート～サモン論理学準拠～ 第3版』柴﨑文一著（デザイン
エッグ社）

参考書
『論理学』W. C.サモン著（培風館）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
毎回授業中に、Googleフォームを利用したリアクションペーパーの提出

が課されます。リアクションペーパーの提出状況が40%の評価となり、さら
に学期末に課されるレポートが60%の評価となって、最終的な成績評価を算
出します。ただし、出席率が2/3以下の場合は、レポートが提出されても成
績は「不可F」とします。また、リアクションペーパー及び期末レポートの
提出に1度でも不正が認められた場合には、当該科目の成績を「不可F」と
します。

その他
【欠席届について】
病気、事故などにより授業を欠席した場合は、「欠席届」をPDFファイルで
作成し、学期末の指定期間内に一括して提出してください。詳細は初回の
ガイダンスで説明します。

【在宅受講特別配慮によるオンライン受講について】
在宅受講特別配慮者の受講状態は教室から確認できないため、該当者には、
毎回当日中に授業の概要をまとめた小レポート（700字以上800字以内）を
提出してもらいます。小レポートの評価は、対面授業出席者のリアクショ
ンペーパーと同様です。なお、レポートに剽窃等の不正が認められた場合
は、当該科目の評価を「不可F」とします。

科目ナンバー：（PE）PHL191J

基礎論理学
2単位

1・2年次

兼任講師(商) 金 子 裕 介

授業の概要・到達目標
確率の論理を、哲学的観点から学びます。

春学期の内容（記号論理＝演繹論理）とは切り離してしまって受講
してくれて構いません。

問題の焦点は「確率」で、一体これがどういうものなのかを、考え
てゆきます。

或る意味、現代社会は、確率なしには語れないところがあるので、
興味があったら、ぜひ参加してみてください。

授業内容
第1回：中学高校の復習 教科書 pp.1-2
第2回：確率論思考の三要素 教科書 pp.3-9
第3回：意志決定理論① 教科書 pp.10-21
第4回：意志決定理論② 教科書 pp.10-21
第5回：パスカルの賭けとカントールの対角線論法 教科書 pp.142-

146
第6回：ゲーム理論 教科書 pp.146-148
第7回：自然科学と確率① 教科書 pp.22-26
第8回：自然科学と確率② 教科書 pp.22-26
第9回：自然科学と確率② 教科書 pp.22-26
第10回：主観説① 教科書 pp.27-38
第11回：主観説② 教科書 pp.27-38
第12回：囚人のジレンマ① 教科書 pp.39-47
第13回：囚人のジレンマ② 教科書 pp.39-47
第14回：条件付確率について 教科書 pp.49-55

履修の注意点
教科書を必ず毎回持って来て下さい。
それに沿って勉強をすすめてゆきます。
練習問題や付録も使いますので、持って来ていないと、そこを使う
時間ボーッとすることになってしまいます。

準備学習の内容
独学の形でもよいので、教科書をどんどん読みすすめてくれてし
まって構いません。
疑問に思ったことを、なんでもよいので質問なり、批判しに来てく
ださい。

教科書
『確率の哲学─因果論思考から帰納論理へ』森北出版. 税込み3,850
円
ISBN-10：4627083017
ISBN-13：978-4627083011

参考書
教科書の末尾にある参考文献が、そのまま参考書になります。
ただ、読んでおく必要は、まったくありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
出席は取りません。
テスト期間中のテストで決めます。
テストは、教科書必須、全部持ち込み可にします。

その他
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科目ナンバー：（PE）PHL191J

応用論理学概論【2022年度以降入学者】
論理学概論【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

教授 柴 崎 文 一

授業の概要・到達目標
この授業の目的は、政治学や経済学などの社会科学を含めた、全ての科学

的な学問の営みにおいて、論理的な思考がどのように応用されているのかを
解説することです。論理的問題の高度な応用領域を扱うものではありません。

与えられた前提から、一歩も外に踏み出すことなく結論を出す論理形式を
演繹法と言います。演繹法は、説明や論証の論理形式としては重要ですが、
このような考え方から科学は生まれません。科学は、実験や観察といった人
間の不完全な経験の上に成立しています。有限で不完全な経験から、一般的
な原理や法則性を導き出す考え方を帰納法と言います。だから帰納法はいつ
でも間違える可能性をもっているのです。しかし、間違える可能性があるか
らこそ、科学の世界には、新しい発見や進歩の可能性があるとも言えます。
逆に、間違いのない世界は、完成した世界であって、そこにはさらに進歩す
る余地など残されてはいないのです。ここに言う科学は、自然科学のことば
かりではありません。社会科学も、社会的事象についての科学的研究の営み
であって、学問としての基本的形式は、自然科学と同じです。それゆえ帰納
法は、経済学や政治学といった社会科学においても、根本的な論理形式に他
ならないのです。この授業では、以下のようなスケジュールで帰納法の様々
な性質について解説し、社会科学を研究する学生諸君に、各自の研究領域に
関する根本的な認識を深めてもらうことを目指しています。

授業内容
第1回 イントロダクション：科学の論理
第2回 演繹と帰納
第3回 枚挙による帰納と不十分な統計
第4回 少数例の問題：脳死と臓器移植
第5回 かたよった統計
第6回 権威に基づく論証と人身攻撃に基づく論証
第7回 類推
第8回 因果関係に基づく論証
第9回 ミルの方法
第10回 因果関係に関する虚偽
第11回 仮説
第12回 帰納法の根本問題
第13回 科学的説明の論理
第14回 科学的実在論と反実在論

（講義内容は、授業の進行状況等に応じて変更することがあります。）

履修の注意点

準備学習の内容
論理学は、特殊な用語によって多くの規則が規定されているため、独習が

難しい分野です。毎回授業で解説を聞いた後、必ず各自で復習し、内容をよ
く理解してください。また、次回の講義に向けて、予め読んでおくことを指
定する資料もあるので、そのような場合には必ず準備をしてください。

教科書
『帰納法と科学の論理ノート ～サモン論理学準拠～ 第2版 』柴﨑文一著（デ
ザインエッグ社）

参考書
『論理学』W. C.サモン著（培風館）
『科学哲学の冒険』戸田山和久著（NHK ブックス）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
毎回授業中に、Googleフォームを利用したリアクションペーパーの提出が

課されます。リアクションペーパーの提出状況が40%の評価となり、さらに
学期末に課されるレポートが60%の評価となって、最終的な成績評価を算出
します。ただし、出席率が2/3以下の場合は、レポートが提出されても成績は

「不可F」とします。また、リアクションペーパー及び期末レポートの提出に
1度でも不正が認められた場合には、当該科目の成績を「不可F」とします。

その他
【欠席届について】
病気、事故などにより授業を欠席した場合は、「欠席届」をPDFファイルで作
成し、学期末の指定期間内に一括して提出してください。詳細は初回のガイ
ダンスで説明します。

【在宅受講特別配慮によるオンライン受講について】
在宅受講特別配慮者の受講状態は教室から確認できないため、該当者には、
毎回当日中に授業の概要をまとめた小レポート（700字以上800字以内）を提
出してもらいます。小レポートの評価は、対面授業出席者のリアクション
ペーパーと同様です。なお、レポートに剽窃等の不正が認められた場合は、
当該科目の評価を「不可F」とします。

科目ナンバー：（PE）PHL191J

応用論理学概論【2022年度以降入学者】
論理学概論【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

兼任講師(商) 金 子 裕 介

授業の概要・到達目標
確率の論理を、哲学的観点から学びます。

春学期の内容（記号論理＝演繹論理）とは切り離してしまって受講
してくれて構いません。

問題の焦点は「確率」で、一体これがどういうものなのかを、考え
てゆきます。

或る意味、現代社会は、確率なしには語れないところがあるので、
興味があったら、ぜひ参加してみてください。

授業内容
第1回：中学高校の復習 教科書 pp.1-2
第2回：確率論思考の三要素 教科書 pp.3-9
第3回：意志決定理論① 教科書 pp.10-21
第4回：意志決定理論② 教科書 pp.10-21
第5回：パスカルの賭けとカントールの対角線論法 教科書 pp.142-

146
第6回：ゲーム理論 教科書 pp.146-148
第7回：自然科学と確率① 教科書 pp.22-26
第8回：自然科学と確率② 教科書 pp.22-26
第9回：自然科学と確率② 教科書 pp.22-26
第10回：主観説① 教科書 pp.27-38
第11回：主観説② 教科書 pp.27-38
第12回：囚人のジレンマ① 教科書 pp.39-47
第13回：囚人のジレンマ② 教科書 pp.39-47
第14回：条件付確率について 教科書 pp.49-55

履修の注意点
教科書を必ず毎回持って来て下さい。
それに沿って勉強をすすめてゆきます。
練習問題や付録も使いますので、持って来ていないと、そこを使う
時間ボーッとすることになってしまいます。

準備学習の内容
独学の形でもよいので、教科書をどんどん読みすすめてくれてし
まって構いません。
疑問に思ったことを、なんでもよいので質問なり、批判しに来てく
ださい。

教科書
『確率の哲学─因果論思考から帰納論理へ』森北出版. 税込み3,850
円
ISBN-10：4627083017
ISBN-13：978-4627083011

参考書
教科書の末尾にある参考文献が、そのまま参考書になります。
ただ、読んでおく必要は、まったくありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
出席は取りません。
テスト期間中のテストで決めます。
テストは、教科書必須、全部持ち込み可にします。

その他
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科目ナンバー：（PE）HIS171J

歴史学
4単位

1・2年次

兼任講師 山 崎 信 一

授業の概要・到達目標
ヨーロッパにおける「辺境」と位置付けられ、また20世紀末に紛争に見舞われたバルカン地域の諸事例を中心に取り上げる。紛争の背景、紛
争後の社会の再構築の試みなどを材料に、比較の視点を交えながら、ヨーロッパの現代史を多様な視角から分析することを試みる。また、音
楽、映画、スポーツなどの大衆文化を題材にしながら、バルカン地域はじめヨーロッパに暮らす人々の生活や意識がどのように変容してきた
のかにも焦点を当てる。
現代における国民国家の変容と動揺と、我々の生きる現代世界の成り立ちの一端を理解することを到達目標とする。

授業内容
第1回 イントロダクション：講義の全体像の提示
第2回 西ヨーロッパと東ヨーロッパ
第3回 ヨーロッパの中のバルカン地域
第4回 バルカン地域とそこに暮らす人々（1）
第5回 バルカン地域とそこに暮らす人々（2）
第6回 多民族連邦国家とそのあり方：ユーゴスラヴィアを巡って
第7回 多民族国家における社会のあり方
第8回 「民族問題」、「民族紛争」とは何か？
第9回 ユーゴスラヴィア紛争とその過程（1）
第10回 ユーゴスラヴィア紛争とその過程（2）
第11回 「民族浄化」とは何か?
第12回 戦争責任とその追及
第13回 紛争の「記憶」をめぐって
第14回 紛争後社会の再構築と「和解」
第15回 「国民史」をどう相対化するか
第16回 バルカン諸国の歴史教育と「国民史」
第17回 「国民史」を超える歴史教育の試み（1）
第18回 「国民史」を超える歴史教育の試み（2）
第19回 現代社会と大衆音楽:ユーゴスラヴィアの事例から（1）
第20回 現代社会と大衆音楽:ユーゴスラヴィアの事例から（2）
第21回 現代社会と大衆音楽:ユーゴスラヴィアの事例から（3）
第22回 「紛争」とその表象:映画とユーゴスラヴィア紛争（1）
第23回 「紛争」とその表象:映画とユーゴスラヴィア紛争（2）
第24回 スポーツとナショナリズム
第25回 社会主義ノスタルジーとその諸位相（1）
第26回 社会主義ノスタルジーとその諸位相（2）
第27回 近現代バルカンにおける人の移動
第28回 講義のまとめ

履修の注意点
講義で取り上げる事例が、現代に生きる我々と繋っているという意識を持ち、日々のニュースなどにも関心を払うことが望ましい。

準備学習の内容
各回の授業内容を振り返り、関心を持ったテーマに関しては参考文献などにあたること。また、次回の授業内容について簡単に調べておくこ
とが望ましい。

教科書
指定しない。適宜プリントを配布する。

参考書
柴宜弘編『バルカン史』（山川出版社、1998年）
佐原徹哉『ボスニア内戦』（有志舎、2008年）
柴宜弘他編『東欧地域研究の現在』（山川出版社、2012年）
小澤卓也他編著『教養のための現代史入門』（ミネルヴァ書房、2015年）
その他、必要に応じて適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
毎授業時のリアクション・ペーパー30%、学期中間に提出するレポート35％、学期末の定期試験35％。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）HIS171J

歴史学
4単位

1・2年次

教授 佐 原 徹 哉

授業の概要・到達目標
本講義は近代以降の侵略・植民地主義・強制移住・強制同化・ジェノサイドなどの大規模かつ極端な暴力の諸形態を分析することで、モダニ
ティと暴力の内在的関係を解明することを中心的なテーマとしている。講義は、15世紀末以降のヨーロッパの対外進出を契機とする先住民虐
殺に始まって、植民地主義、帝国主義、民族主義の形態をとった組織化された暴力の一般的諸類型、更に、ナチズム、スターリニズム、毛沢
東主義といった特殊な政治形態に付随する暴力の特質を分析した後、ルワンダ・ジェノサイド事件などのポスト・モダニズム型暴力を検討す
る。これによって、近代的暴力についての基本的知識を身につけることを目標とする。

授業内容
第1回目 モダニティの矛盾に関する数量的分析
第2回目 現代的紛争の傾向と特質
第3回目 植民地主義と先住民虐殺
第4回目 南米における先住民虐殺
第5回目 北米における先住民虐殺
第6回目 アフリカ分割とジェノサイド
第7回目 前近代の反ユダヤ主義
第8回目 ドレフュス事件
第9回目 帝政ロシアのポグロム
第10回目 ポグロムと資本主義
第11回目 人種主義
第12回目 ナチズムと人種主義
第13回目 ナチスと上からの反ユダヤ主義
第14回目 ホロコースト
第15回目 十月革命
第16回目 ボリシェヴィキと権力装置
第17回目 スターリン時代
第18回目 大テロル
第19回目 中国革命と毛沢東
第20回目 文化大革命
第21回目 アメリカ合衆国と新植民地主義
第22回目 ベトナム戦争
第23回目 ポスト・コロニアル国家と政治的暴力
第24回目 ルワンダ・ジェノサイド
第25回目 反植民地主義とイスラム復興
第26回目 サラフィ・ジハード主義
第27回目 新しい戦争の諸類型
第28回目 総括

履修の注意点
授業はパワーポイントを用いて行うため、通常の講義よりも情報量が多くなる。講義の概要はクラス・ウェブ上の「歴史学I」の「資料」に
ワード・ファイルの形式でアップされるので、授業前にハード・コピーを作成しておくとよい。また、授業ではスライド・映像等を用いた説
明を加えるが、講義のテーマの性格上、残虐と感じられるものも含まれるので、あらかじめ心の準備をしておくこと。なお、映像資料は、海
外のドキュメンタリーをもとにしているので、日本語字幕はない。

準備学習の内容
授業で指示する

教科書
なし

参考書
参考文献を授業中に指示する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
定期試験の結果で成績評価を行う

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）LIN191J

国語表現
4単位

1～4年次

教授 植 田 麦

授業の概要・到達目標
この授業では、「読むこと」「書くこと」を実習し、より充実した言語生活を送るための学習を行う。具体的には、語から文、そして文章の

レベルでの能力向上をはかる。その上で、文章の読解と要約、資料の読み方・扱い方、論の構成の方法を学ぶ。
授業終了時には、大学生として必要とされる、適切な文章読解・論理構成・文章表現が可能となることを目指す。

授業内容
第01回 イントロダクション
第02回 表現のための準備運動 ──メールの書き方について──
第03回 資料の扱い（1） ──引用と剽窃──
第04回 実践・文章作成（1） ──自分の実力を確認する──
第05回 言葉の研究（1） ──日常語とアカデミックワード（基礎編）──
第06回 言葉の研究（2） ──日常語とアカデミックワード（応用編）──
第07回 「悪文」の研究（1） ──ねじれた文を正しく直す──
第08回 「悪文」の研究（2） ──長すぎる文に注意する──
第09回 「悪文」の研究（3） ──多義文を知ってますか?──
第10回 資料の扱い（2） ──インターネット・図書館を活用する──
第11回 効果的な説明（1） ──「意見」と「事実」を混同しない──
第12回 効果的な説明（2） ──全体→部分の順番で説明しよう──
第13回 データを読む（1） ──データの「嘘」を見抜く──
第14回 データを読む（2） ──データに基づいたレポート作成──
第15回 データを読む（3） ──データからみる日本（貯蓄編）──
第16回 データを読む（4） ──データからみる日本（収入編）──
第17回 データを読む（5） ──調査型レポートの作成──
第18回 研究発表 ──チームで発表をする──
第19回 論理の構造（1） ──問題点をはっきりさせよう──
第20回 論理の構造（2） ──論理をチャートで整理しよう──
第21回 論理の構造（3） ──論理を文章化しよう──
第22回 実践・文章作成（1） ──アブストラクトを書いてみよう──
第23回 実践・文章作成（2） ──公務員試験を受けてみよう──
第24回 「悪文」の研究（5） ──論理構成を念頭においた、悪文の校正（基礎編）──
第25回 「悪文」の研究（6） ──論理構成を念頭においた、悪文の校正（応用編）──
第26回 実践・文章作成（2） ──続・公務員試験を受けてみよう──
第27回 実践・文章作成（3） ──あなたが試験官？試験をチェックしてみよう──
第28回 実践・文章作成（4） ──続々・公務員試験を受けてみよう──

履修の注意点
・授業における実習に加え、課題を出すことがある。毎回の授業終了時に、次回の予習内容を指示する。
・就職活動に関する欠席を公欠として扱うことはない。
・チームでの発表を含めたグループワークを行う。

準備学習の内容
・予習内容：授業内で指示する。
・復習内容：原則として、授業で出す課題等によって行うこと。

教科書
・毎回の授業で資料を配付する。配布資料は各自で整理し、毎回の授業時に持参すること。
・初回から履修者数が確定するまでは、本システム(Oh-o! Meiji)のクラスウェブ機能を使用して、pdf形式で資料を配付する。指示があるまで
は、pdfをプリントアウトして持参すること。詳細は初回授業で説明する。

参考書
・『新版 論文の教室─レポートから卒論まで』、戸田山和久、（NHKブックス）
・その他、授業中に紹介することがある。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
・ミニレポート等による平常点と学期末レポートで評価する。
・学期末レポート……100%
・ミニレポート未提出の場合は減点とする。
・当然ではあるが、一定回数以上の欠席（課題未提出）は単位認定の対象としない。

その他
・第1回の授業時において、期間内の授業について説明する。履修を考えている者はかならず出席すること。出席しない場合の不利益につい
ては、一切考慮しない。
・履修者数および授業の進展に伴い、授業予定の一部を変更する場合がある。
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科目ナンバー：（PE）LIN191J

国語表現
4単位

1～4年次

教授 池 田 功

授業の概要・到達目標
普段何気なく使っている日本語であるが、実は奧が深くて難しい。例えば、「とんでもございません」という言い方は間違いであるのに多く

の人が使っているし、「気の置けない友人」と言われたら喜ぶべきなのに怒ってしまう人がいる等々である。こんな誤りやすい日本語の正しい
使い方を学ぶと共に、日本語の歴史を学んだり、小論文の添削指導を通して日本語の豊かな表現者になることを目標とする。

授業内容
次の3つの点から授業を進める。1、語彙力をつけるためのプリント学習。2、表現の哲学や、日本語の歴史等を学ぶ講義。3、小論文や

条件作文等の添削指導。これらを具体的に示すと以下のようになる。
1、プリント学習。

1．日本語の誤用（流れに棹さすとは、時流に抵抗することではない等々）。
2．特別な日本語の読み方（「七五三縄」「万年青」「言質をとる」等々）。
3．敬語、悪文の訂正。
4．ことわざ、慣用表現。
5．外来語の漢字表現。（「手風琴」「木乃伊」「混擬土」等々）。
6．外国の漢字表現（「剣橋」「越南」「倫敦」等々）。
7．十二支や年齢に関する常識問題（「還暦」「古稀「米寿」等々）。
8．漢字検定模擬試験。
9．就職試験や公務員試験に出された問題等々である。

2、講義
1．霞ヶ関ことば、政治家の話術（言語明瞭意味不明の日本語）。
2．世界の中の日本語（日本語の特徴とは）。
3．日本語の歴史（五十音図等）。
4．表現の哲学（説得力ある表現の原則とは）。
5．国語国字問題史（ローマ字国字論、日本語廃止論等）。
6．方言地理学（西日本と東日本の相違）。
7．方言と共通語。
8．手紙の書き方等々である。

3、実践的演習
1．短文を書く。
2．条件作文を書く。
3．要約・要旨をまとめる。
4．手紙文を書く。
5．文章を読んで感想を書く。
6．小論文を書く。

履修の注意点
6～7回ほどの作文（添削指導）があるので、安易な気持ちで履修しないでほしい。
毎回出席をとる。

準備学習の内容
自分から進んで、日本語の新聞を読み、また日本語の書物を読むこと。その時、分からない言葉やことわざ、慣用句、四字熟語が出てきた

ら必ず辞書でひいて確認すること。さらにできれば音読をし、その要旨をまとめることが望ましい。
復習に関しては、毎回行う語彙等のプリントの確認をすることである。間違ったものをきちんと覚えることが必要である。また、添削指導

された作文を自ら読み返し、どこを直したらもっと良くなるかの見直しをすること。

教科書
特に使用しない。

参考書
『岩波 日本語使い方考え方辞典』（岩波書店）、町田健『まちがいだらけの日本語文法』（講談社現代新書）、金谷武洋『日本語に主語はいら

ない』（講談社選書メチエ）、中村明『悪文ー裏返し文章読本』（ちくま新書）、『日本人の知らない日本語』（株式会社メディアファクトリー）
等多数ある。授業の度に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
毎回の授業への参加度、また6～7回ほどの提出物の評価、そして学期末の試験によって評価をする。
具体的には、授業への参加点10％、提出物40％、学期末の試験50％である。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）LIN191J

国語表現
4単位

1～4年次

兼任講師 瀧 口 翠

授業の概要・到達目標
大学で学ぶ上で必要な国語表現力として、論理的な文章表現の力をつけるための学習を行う。まずその土台として、正しく伝わる文を書く

ために注意すべきことを押さえ、また、言葉を正確に使う力を鍛える。その上で論説文の基本構造を学び、主張の論理性・妥当性を吟味する
力を養う。

自己の考えを論理的に構築する技法を習得することを目標とする。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 身近な「おかしな文章」
第3回目 分かりやすい文を書く
第4回目 簡潔に書く
第5回目 正しく書く（1）文のねじれ
第6回目 正しく書く（2）間違いやすい言葉
第7回目 明確に書く（1）語順・構成
第8回目 明確に書く（2）多義文に注意
第9回目 様々な表現
第10回目 違和感を覚える表現
第11回目 悪文校正
第12回目 正しく伝わる文を書く
第13回目 アカデミックワードと日常語 基礎編
第14回目 アカデミックワードと日常語 応用編
第15回目 小論文の実際
第16回目 小論文を書く
第17回目 小論文講評
第18回目 論文・レポートの構成
第19回目 引用の方法
第20回目 要約の方法
第21回目 事実と意見
第22回目 調査型レポート（1）調査型論文を読む
第23回目 調査型レポート（2）データを集める
第24回目 調査型レポート（3）データを分析する
第25回目 調査型レポート（4）データ分析の結果を示す
第26回目 推敲する
第27回目 レポート講評
第28回目 正しく伝わる文章を書くために

履修の注意点

準備学習の内容
配布資料を読み、問題点を考える。
復習課題に取り組む。

教科書
使用しない

参考書
使用しない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
課題などによる平常点50％ 期末レポート50％

その他
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科目ナンバー：（PE）LIN191J

国語表現
4単位

1～4年次

兼任講師 仲 瀬 志保美

授業の概要・到達目標
大学生にもともられるレポートとはどのようなものか。ことばの選び方、構成の仕方、テーマの絞り方、資料の扱い方など文章表現の基本的
な知識を身につけ、自分の考えがより正確に相手に届く文章を書くことを意識していく。最終的には授業の内容を踏まえたレポートを作成す
ることを目標とする。また、そのほか、基礎的な言語知識や手紙・メールの書き方についても基礎を学ぶ。

授業内容
第1・2回 イントロダクション・レポートとは何か
第3・4回 論点を決める
第5・6回 資料の選び方・図書館利用
第7・8回 パラグラフライティング・説明文を書く
第9・10回 構成を考える・アウトライン作成
第11・12回 書誌情報の示し方・アウトラインピア
第13・14回 引用のルール（社会科学編）・序論を書く
第15・16回 論証と反論・意見文を書く・序論ピア
第17・18回 引用のルール（人文科学編・Web情報）・悪文訂正・下書き①を書く
第19・20回 要約をする・下書き①ピア
第21・22回 接続詞・下書き②を書く
第23・24回 文体・敬語基礎編・下書き②ピア
第25・26回 敬語応用編・メール
第27・28回 手紙・レポート相互評価

＊お互いの課題を用い授業内にピアレスポンスを行う
＊履修人数そのほかの状況によりシラバスを変更する。

履修の注意点
・2コマ連続の授業なので、最初から出席をすること。
・課題の締め切りは守ること。
・授業で説明したことをもとに課題を作成する。したがって受け身の姿勢ではなく、積極的に授業に取り組むことが求められる。
・それぞれの授業内容を個別の知識としてとらえるのではなく、相互に関係させ、積み上げていくことが必要である。当然、課題もそれまで
の学習を踏まえたものであること。
・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課題を検討する場合がある。
・Oh-o! Meijiを通じて授業に関する連絡をすることもあるので、確認する習慣をつけておくこと。

準備学習の内容
・配布プリント及び、返却課題を見直し、次回の課題に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各読んでおくこと。

教科書
プリン配布配布

参考書

課題に対するフィードバックの方法
提出課題は授業内に解説、あるいはコメントをつけて返却する

成績評価の方法
課題60％ レポート30％ 平常点10％
＊課題の提出状況が悪い場合または最終レポート未提出の場合は不合格とする。

その他
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科目ナンバー：（PE）LIN191J

国語表現
4単位

1～4年次

兼任講師 田 中 絵美利

授業の概要・到達目標
レポートや論文など、大学内で書くことが求められる文章には、独特の学術的なルールがある。特に入学したての1年生は論文など読み慣れ
ていないだろう。本授業は、レポートや論文とは何を書くべきものなのか、書くために何をどのように調査し、どのようなフォーマットに基
づいて書けばよいのかを学ぶ実践的な授業である。
半期を通してレポートを1本仕上げることを目標とする。

授業内容
授業は2コマ連続で行われるが、2コマ通して行う回（もちろん休憩は取ります）と、1コマずつ内容を変える回とがある。
詳細は初回のガイダンスで説明する。
第1回 イントロダクション
第2回 正しい文章の書き方（1）悪文を改める
第3回 正しい文章の書き方（2）パラグラフ･ライティングの基本
第4回 説明文を書く（1）原稿用紙の使い方・情報の取捨選択 適切な構成
第5回 説明文を書く（2）実践トレーニング
第6回 説明文を書く（3）説明文のまとめ
第7回 レポートの書き方（1）レポートの基本構成・レポートと論文の違い・テーマの設定
第8回 レポートの書き方（2）資料の集め方・参考文献一覧
第9回 レポートの書き方（3）引用の仕方
第10回 レポートの書き方（4）パラグラフライティングで文章を書き直す
第11回 レポートの書き方（5）全体の構成
第12回 レポートの作成（1）初稿の提出
第13回 レポートの作成（2）校正
第14回 a：総括 レポート提出 b：確認テスト

履修の注意点
パソコンを持参して受講した方が効率よく作業を進められる。
履修人数によっては、端末室に教室変更が可能かもしれないが確約はできないので、
自分のパソコンを持参するか、あるいは大学の貸与パソコンを持ち込むつもりでいてほしい。
もちろん、パソコンがなくても履修は可能だが、
情報の収集のためなどに、せめてスマホは持参した方がよい。
詳細はガイダンスで説明する。
パソコンの使い方も一緒に学べる授業だと思ってほしい。
講義形式の授業ではなく、実技形式の授業である。授業中に課題を作成し、提出することが求められる。
独自のメソッドを用いての講義となるので、受講していなければ課題の作成は難しい。
授業中に発言を求められることもあるので、覚悟の上履修する必要がある。
本授業は「コミュニケーション」を学ぶ授業であるため、教員とも積極的にコミュニケーションを取ることが求められる。
積極的に参加しなければ意味のない授業なので、遅刻や欠席は大きく減点される点を覚悟の上履修して欲しい。
Oh-o! Meijiを通じて授業に関する連絡をすることもあるので、確認する習慣をつけておくこと。
卒論の作成や大学院への進学を考えている学生は、特に受講して欲しい。役に立つことだろう。

準備学習の内容
特に予習は必要ないが、返却された課題をよく復習する必要がある。
また、基本的なパソコンの使い方は自分で学んでおく必要がある。パソコン操作上のミスで課題が提出できなくても一切考慮はしないので、
Word,Excelの基本的な使い方は学内の講座などを利用してマスターするように。学期末レポートは手書きでは認めない。

教科書
特に定めない。

参考書
その都度紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
ほぼ毎回授業内で課題を作成し提出することが求められる。提出した課題は基本的に翌週返却する。

成績評価の方法
課題・授業態度・テストを総合的に判断する。評価方法は受講人数によって決まるので、詳細はガイダンスで説明する。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）LIN191J

国語表現
4単位

1～4年次

兼任講師 今 野 哲

授業の概要・到達目標
2回分でひとまとまりとする授業であり、講義（1時限目）と文章作成（2時限目）の組み合わせが基本的な構成である。1時限目に文章

を作成し、2時限目に講義を行う授業回もある。国語表現の実践的な技能に関する授業であり、表記・語彙の学習から、課題発見や表現史の
検討まで、内容は多岐にわたる。

書く力・読む力の基礎技術習得を主眼に、聞く力・話す力の涵養も含めて、総合的な国語運用能力の強化と思考力の深化に資することを目
指す。書くことに関する具体的な指標は、50～80分ほどの時間内で800～1200字程度の論理的で明快な文章を作成する技能の獲得である。ま
た、レポート・論文作成の基礎的な知識・技能の体得も目標とする。

課題の提出は、PCで作成しO-oh!Meijiシステム経由で提出するケースと、教室で手書きで作成し授業時間内に提出するケースとがある。

授業内容
第1回目 文章作成の前提 ─ わたしたちの言語生活を省みる ─
第2回目 文章作成（第1回） ─ 800字の文章作成 ─
第3回目 文章作成の手順 ─ 文章作成の段取りについて復習する ─
第4回目 文章作成（第2回） ─ 800～1000字程度の文章作成 ─
第5回目 段落の視認性 ─ 段落の意義について確認する ─
第6回目 文章作成（第3回） ─ 段落を意識した文章作成 ─
第7回目 段落の設定 ─ 段落の操作技能を向上させる ─
第8回目 文章作成（第4回） ─ 段落を意識した文章作成 ─
第9回目 文章構成の「型」 ─ 文章構成の「型」（および「型」一般）についての認識を深める ─
第10回目 文章作成（第5回） ─ 「型」を意識した文章作成 ─
第11回目 構想メモの利用 ─ 構想メモの作成方法を習得する ─
第12回目 文章作成（第6回） ─ 構想メモに基づく文章作成 ─
第13回目 要約の技術 ─ 要約の方法について学ぶ ─
第14回目 文章作成（第7回） ─ 文章の要約の練習 ─
第15回目 引用の方法 ─ 引用のやり方について理解する ─
第16回目 文章作成（第8回） ─ 引用を含む文章作成 ─
第17回目 レポートの構成 ─ 標準的なレポートの組み立て方を理解する ─
第18回目 文章作成（第9回） ─ 「序論」執筆の模擬練習 ─
第19回目 読むことをめぐって ─ 読書の意義や技術につて考える ─
第20回目 文章作成（第10回） ─ 「読む」ことをテーマとした文章作成 ─
第21回目 発想・着想の技術 ─ 発想・着想を拡大させる ─
第22回目 文章作成（第11回） ─ 論の切り口を意識した文章作成 ─
第23回目 聞くことをめぐって ─ 聞く技術について考える ─
第24回目 文章作成（第12回） ─ 聞き取った内容を要約する練習 ─
第25回目 語彙に関する考究 ─ 特に接続語句の操作について考える ─
第26回目 文章作成（第13回） ─ 論理的で明快な意見文の作成 ─
第27回目 日本語の表現史 ─ 国語問題、および日本語の未来について考える ─
第28回目 a：講義全体のまとめ

履修の注意点
文章作成が眼目となるので、主体的・積極的な授業参加が求められる。授業で作成した課題は、提出期間内に提出すること。授業概要欄に

も記した通り、本授業は講義（1時限目）と文章作成（2時限目）の2コマ連続の組み合わせでひとまとまりとなっている。その趣旨に留意
し、2時限目のみの受講にならないように極力努めること。

準備学習の内容
Oh-o! Meijiシステムで配信する授業テキストを事前に読んで、予習しておくこと。授業範囲に関連する参考文献等を調べておくと、さらに

望ましい。授業時の課題以外に予習課題が指示される場合がある。その際は必ず作成の上で授業に臨むこと。また、返却された課題を各自で
再検討し、文章作成技能の確実な定着に努めること。

教科書
既成の教科書は使わない。毎回、Oh-o! Meijiシステムを通して授業テキストを配信する。担当者が作成した印刷教材を授業時に配付するこ

ともある。

参考書
特に定めないが、参考文献等を授業時に随時紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
Oh-o! Meijiシステム経由での提出の場合は、コメント欄にコメントを付す。手書き原稿での提出の場合も、コメントを付して返却する。

成績評価の方法
平常点（提出課題の評価を中心に、授業への貢献度を加味する）60％・学期末試験40％。以上の配分によって総合的に評価する。

その他
読書は、文章作成の技能涵養に大いに資する。計画的な読書を勧めたい。

─ 12 ─



科目ナンバー：（PE）LIN191J

国語表現
4単位

1～4年次

教授 嶋 田 直 哉

授業の概要・到達目標
文章作成の基礎を学ぶ。

「事実」と「意見」の区別、アウトラインの活用、文献の引用方法、文章の要約、メールや手紙文作成上のマナーなどを学び、授業時間内で課
題文（600～800字）の作成をし、提出する。
最終的には論理的に構成された課題レポート（3,000字程度）の完成を到達目標とする。

授業内容
第1回 国語表現とは
第2回 「事実」と「意見」を区別する（1）
第3回 「事実」と「意見」を区別する（2）
第4回 アウトラインを利用した文章作成
第5回 意見文を書く（1）
第6回 意見文を書く（2）
第7回 文献の引用について
第8回 文章の要約方法
第9回 データを読みとる
第10回 文章を整える（1）
第11回 文章を整える（2）
第12回 敬語をマスターする（1）
第13回 敬語をマスターする（2）
第14回 メールの作成方法
第15回 正しい言葉遣いを目指す（1）
第16回 正しい言葉遣いを目指す（2）
第17回 手紙の書き方（1）
第18回 手紙の書き方（2）
第19回 レポートの作成方法
第20回 レポート作成上の注意点
第21回 レポートにおけるわかりやすい表現
第22回 論理的な文章を書く（1）
第23回 論理的な文章を書く（2）
第24回 実践演習（1）
第25回 実践演習（2）
第26回 実践演習（3）
第27回 総まとめ
※講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
第1回の授業にて授業内容の説明をする。
履修変更期間中の欠席については一切配慮しない。
授業時間内に指定された文章課題を完成させ提出すること。
授業の性格上、出席と授業時の課題の取り組みを重視する。
いかなる理由があろうとも私語は絶対にしてはならない。
私語、途中退室をする者に対しては厳しく対処する。
授業内容は履修者の状況をみて変更することがある。
★学習意欲が全くない者は履修してはならない。

準備学習の内容
レポート作成において必要な文献の検索を図書館で行うこと。
課題文作成に備え、日頃から新聞などを読み社会的関心を高めること。

教科書
使用しない。
授業で使用する資料は、Oh-o!Meijiにて事前に配布する。

参考書
授業中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度（40％）、授業時提出の課題文（30％）、定期テスト（30％）

（あるいは授業への参加度、授業時提出の課題文、期末レポートによって評価する。履修者数によって評価の方法は決める。）

その他
出席確認時に不正を行った者は厳しく対処する。
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科目ナンバー：（PE）LIN191J

国語表現
4単位

1～4年次

兼任講師 千 田 実

授業の概要・到達目標
「政治経済学部から国語を読んで書く」というテーマのもと、坪内逍遥と言文一致運動について考えていく。文学史にその名を残す坪内逍遥

は、東京大学文学部政治学及理財学科を卒業している。この文学部で政治経済を学んだと考えられる文学者（文学士）が言文一致運動におい
て「国語」にどう関わっていったのかを見ていくことで、私たちが日常的に使っている「国語」とは何か、そしてそれを「表現」するとはど
ういうことなのかを「政治学及理財学科」出身者の視点から学んでいきたい。

講義内容の要約の作成、レポートの作成を通して、国語に関する知識や論理的でわかりやすい文章を書く能力を習得することを目標とする。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 国語と国家──国家が必要とした国語──
第3回目 国語と大学──研究と教育と学校──
第4回目 要約の作成と課題1
第5回目 国語と科学──有用な学問としての科学──
第6回目 要約の作成と課題2
第7回目 国語と軍隊──軍隊という学校──
第8回目 要約の作成と課題3
第9回目 国語と芸術──有用な芸術と芸術家──
第10回目 要約の作成と課題4
第11回目 国語と言文一致運動1──「現代文」の作成──
第12回目 要約の作成と課題5
第13回目 国語と言文一致運動2──「現代文」の教育──
第14回目 要約の作成と課題6
第15回目 レポート作成について
第16回目 坪内逍遥と国家──国家有用の人材であるということ──
第17回目 坪内逍遥と大学──文学と政治経済──
第18回目 要約の作成と課題7
第19回目 坪内逍遥と政治──自由民権運動と文学──
第20回目 要約の作成と課題8
第21回目 坪内逍遥と経済──卒業と就職と文学──
第22回目 要約の作成と課題9
第23回目 坪内逍遥と教育──教育者と教育勅語──
第24回目 要約の作成と課題10
第25回目 坪内逍遥と国語1─文学者の国語改革──
第26回目 要約の作成と課題11
第27回目 坪内逍遥と国語2──文学士の国語改革──
第28回目 まとめ

履修の注意点
授業では講義と要約作成(課題プリント)が主となる。課題プリントは授業時間内に完成させる。積極的に授業に参加してほしい。

準備学習の内容
授業では毎回いくつかの参考文献を紹介していきたいと思っている。そのほとんどは図書館で閲覧できるものなので、興味をもったものに

関しては、実際に図書館で手に取ってみるという習慣をつけてもらいたい（成績評価に関わることではないので、読めとはいわない）。

教科書
毎回プリントを配布する。

参考書
配布プリントで紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（70％）、レポート（30％）

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）LIN191J

国語表現
4単位

1～4年次

教授 冨 澤 成 實

授業の概要・到達目標
国語およびことばそれ自体に関する基本的な知識と、論理的で明快な文章表現の技術を獲得することを目的とする。
授業において我々は、ことばや表現と向き合うことになるが、それは単に「技術」的な訓練ということにのみとどまらない。ことばは、コ

ミュニケーションのための道具であるばかりか、まさに認識すること・思考することそのものだからである。この授業が、よりよく考えるた
めの場となることを願う。
「常用漢字表」に基づく漢字の読み書きができるようになることをはじめとして、国語および言葉それ自体に関する基本的な知識を深め、さ

らに基本的な小論文やレポートを書くことができるようになることを到達目標とする。

授業内容
1 イントロダクション
2 「言葉の乱れ」についての意識
3 世界に言語はいくつあるか
4 日本語という言語──文末決定性をめぐる問題
5 日本語という言語──方言の多様性
6 言文一致運動の歴史＜1＞
7 言文一致運動の歴史＜2＞
8 言文一致運動の歴史＜3＞
9 現代の敬語＜1＞
10 現代の敬語＜2＞
11 文章表現の手順
12 テーマの設定
13 文章構成の型＜1＞
14 文章構成の型＜2＞
15 論証・推論
16 主語と述語の照応
17 修飾語と被修飾語の関係
18 タイトル、書き出しと結び
19 句読点
20 原稿用紙の使い方
21 推敲
22 ことばとはなにか
23 言語学者・ソシュール
24 ことばともの＜1＞
25 ことばともの＜2＞
26 ことばと記号＜1＞
27 ことばと記号＜2＞
28 ことばと文化
また、ほぼ毎回授業のはじめに、漢字の練習問題に取り組んでもらう。

履修の注意点
学生諸君の授業への取り組みの姿勢を、成績評価を行なう際の重要な判断材料とするので、授業への出席は重要である。

準備学習の内容
授業で扱う内容はもとより、日ごろから、国語常識を養うためのさらなる努力を継続し、読書などを通じて文章の要点を正確に読み取る訓練
とまた自ら文章を書く訓練を積極的に行ってほしい。また授業時に配布した漢字プリントや練習問題のプリントなどを見直し、復習してほし
い。

教科書
とくに指定しない。

参考書
授業時に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
授業時に学生の書いた小レポートを紹介し、課題に関するポイントや添削例、模範的な解答を示す。

成績評価の方法
平常点（授業への参加度・小レポート・小テスト）約70％、学期末レポート約30％

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）LIN191J

国語表現
4単位

1～4年次

兼任講師 唐 澤 聖 月

授業の概要・到達目標
【授業の概要】

文章を読むこと・書くことを通して、日本語の表現の多様性や問題点を考え、基礎的な国語力を養う。そのためのトレーニングを行う実践
的な授業である。学生生活を送るうえではもちろん、社会に出てからも、さまざまな場において、自分の選択した言葉で述べることが求めら
れる。授業では、現代において、読むため・書くために知っておく必要のある基本事項の説明から始める。その際、歴史的な経緯に関しても
必要に応じて説明を加える。読むこと・書くことを中心とした授業実践は、話すことや聞くこととも無関係ではない。言葉によるコミュニ
ケーションの可能性や、書くという行為そのものについても広く考えていきたい。

【到達目標】
自分の意見等を場面に応じて適切に表現し、伝える能力を向上させることが目標である。

授業内容
第1回：イントロダクション、文章のジャンル、文章の内容と形式
第2回：原稿用紙の使い方、課題にこたえる
第3回：文章のタイトル、話し言葉と書き言葉、文体
第4回：説明文を読む、説明文を書く
第5回：事実と意見
第6回：意見文を書く
第7回：段落とパラグラフ
第8回：反論を予想して意見文を書く
第9回：文章の構成、アウトライン
第10回：文章の要点をつかむ
第11回：文章の要約
第12回：要約文を書く
第13回：引用と注、出典の表示
第14回：文献を引用して意見文を書く
第15回：わかりやすい表現
第16回：表現を工夫する
第17回：大学におけるレポート
第18回：レポートのテーマ・問いを設定する
第19回：資料を収集する、検索する
第20回：文献リストを作成する
第21回：レポートの構成を考える
第22回：レポートのアウトラインを作成する
第23回：レポートの序論・本論・結論
第24回：レポートの執筆
第25回：書評を読む、ビブリオバトル
第26回：書評を書く
第27回・第28回：総まとめ

＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

履修の注意点
（1）受講予定の学生は、必ず初回の授業に出席し、履修上の注意事項を聞くこと。
（2）講義形式の授業だが、授業中にコメントを求めることがある。そのときには自分なりの回答をすること。
（3）授業中に執筆の課題を出す。執筆してもらった課題文のいくつかは、良い例として、履修者に公表することがある。その際、全体に向け
た講評の時間を設け、補足説明をする。

（4）授業中の説明や執筆の課題等に関して不明な点があれば、質問や相談をすること。ただし、最終的には、自分の責任において、自力で課
題を完成させなければならない。

（5）2～4人程度で課題に取り組んでもらうことが複数回ある。
（6）2コマ連続の授業であり、後半のみ出席した場合は減点の対象となる。
（7）Oh-o! Meijiシステムの「授業お知らせ」で授業の連絡をすることがある。

準備学習の内容
授業中に配布する資料を読むこと。次回の執筆課題等について予告することがある。課題作成のために必要な調査や準備は各自で行うこと。

教科書
特に指定しない。必要に応じて資料等を配布する（再配布はしない）。

参考書
授業中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
提出された課題のうち、特に優れたものを授業中に紹介する。高く評価できるポイントについて、授業内容を復習しながら説明する。

成績評価の方法
授業への参加度・授業各回における課題 50％、各自の自由なテーマによる期末レポート 50％によって総合的に評価する。

その他
授業には積極的に参加し、課題に取り組んでほしい。
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科目ナンバー：（PE）LIN191J

国語表現【和泉開講】
4単位

1～4年次

兼任講師 西連寺 成 子

授業の概要・到達目標
授業は、主に〔1〕文章読解〔2〕文章作成〔3〕歴史についての講義の3つの内容に分け進める予定である。〔1〕・〔2〕については、様々な文章を読

むことを通して読解力を鍛え、その力を書く作業に生かすことが主となる。時間内に課題を仕上げて提出するので、受講生の積極的な取り組みを期待する。
〔3〕については、「国語」の歴史として近現代を中心に講義を行う。「国語」の歴史に深く関わる近代文学や学校教育についても言及する予定である。

歴史を知ることを通して日本語に対しての知識を持ち、読み書きを通して実践的な力を磨くことで、豊かな表現者となることを目標とした授業である。

授業内容
第1回：イントロダクション
第2回：文章作成のための基礎事項
第3回：敬語の基礎事項（1）
第4回：自己PR文の作成（1）
第5回：敬語の基礎事項（2）
第6回：自己PR文の作成（2）
第7回：手紙とメールの基礎事項
第8回：作文の作成（1）
第9回：レトリック
第10回：作文の作成（2）
第11回：レポート作成の基礎事項
第12回：作文の作成（3）
第13回：パラグラフ
第14回：縮約文
第15回：論理的文章の読解 基礎事項
第16回：論理的な文章の読解（1）
第17回：論理的な文章の読解（2）
第18回：論理的な文章の読解（3）
第19回：日本語の歴史（1）文字
第20回：作文講評
第21回：日本語の歴史（2）文体
第22回：小論文の作成（1）
第23回：日本語の歴史（3）「国語問題」その1
第24回：小論文の作成（2）
第25回：日本語の歴史（4）「国語問題」その2
第26回：小論文の作成（3）
第27回：日本語の歴史（5）番外編・革新的な表現の試み
第28回：補足説明とまとめ

受講人数や進行状況などの都合により、講義の順番や内容を多少変更する場合もある。

履修の注意点
・提出物については授業終了時に出すことが基本である。オンライン上での提出を認める場合でも、教室に留まり授業時間内で取り組むことを重視する。特
別な事情がある場合を除き、提出課題の持ち帰りや教室不在での提出は認めない。
・授業では課題作成の時間が多くなるので、私語を慎み、他の受講生の邪魔にならないよう心がけること。目に余る状態の場合は成績評価から減点する。
・受講生の提出物（主に作文）を他年度の授業に利用することがあるため、丁寧な表記を心がけてもらいたい（良い例としてのみ使用し、氏名は公表しな
い）。
・作文講評に使用するため、授業内課題以外に、作品（授業で取り組んだ作文を改善し清書したもの）の提出を課す。

準備学習の内容
・授業内容を整理したノートを作成しておくこと。特に「日本語の歴史」の講義では肝要である。
・授業で取り組んだ練習問題や課題をふりかえり、理解不十分だった点を確認し、次回以降の演習の際に生かすこと。

教科書
特に定めない。必要に応じてプリントを配布する。プリントは、オンライン上の配布と授業時間内の配布を併用する。

参考書
文章読解、文章作成の授業内容では特に定めない。
歴史の授業内容では『日本語の歴史』 山口仲美著 （岩波新書）2006年

課題に対するフィードバックの方法
提出課題は採点または添削の上、各自に返却する。作文・小論文の添削に関しては、各受講生にそれぞれ1回ずつ詳細な添削を施す（その他の回については
採点のみを基本とする）。
また、必要に応じて授業内で課題の振り返りや解説を行う。

成績評価の方法
・授業内で取り組んだ提出物60％、期末試験30％、授業への貢献度10％の総合評価。ただし授業態度の悪い者は総合評価から減点される。
・提出物はその仕上がり具合によって評価が異なるので、提出回数を重ねるだけでは成績評価点が伸びない場合もあり得る。内容はもちろん誤字などの表記
上のミスにも気をつけること。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）LIN191J

国語表現【駿河台開講】
4単位

1～4年次

兼任講師 西連寺 成 子

授業の概要・到達目標
授業は、主に〔1〕文章読解〔2〕文章作成〔3〕歴史についての講義の3つの内容に分け進める予定である。〔1〕・〔2〕については、

様々な文章を読むことを通して読解力を鍛え、その力を書く作業に生かすことが主となる。時間内に課題を仕上げて提出するので、受講生の
積極的な取り組みを期待する。〔3〕については、「国語」の歴史として近現代を中心に講義を行う。「国語」の歴史に深く関わる近代文学や学
校教育についても言及する予定である。

歴史を知ることを通して日本語に対しての知識を持ち、読み書きを通して実践的な力を磨くことで豊かな表現者となることを目標とした授
業である。

授業内容
第1回：イントロダクション
第2回：文章作成のための基礎事項
第3回：敬語の基礎事項（1）
第4回：自己PR文の作成（1）
第5回：敬語の基礎事項（2）
第6回：自己PR文の作成（2）
第7回：手紙・メールの基礎事項
第8回：作文の作成（1）
第9回：レトリック
第10回：作文の作成（2）
第11回：論理的な文章の基礎事項
第12回：作文の作成（3）
第13回：縮約文
第14回：論理的な文章の読解（1）
第15回：論理的な文章の読解（2）
第16回：要約文の作成・論証
第17回：論理的な文章の読解（3）
第18回：小論文の作成（1）
第19回：日本語の歴史（1）文字
第20回：小論文の作成（2）
第21回：日本語の歴史（2）文体
第22回：小論文の作成（3）
第23回：日本語の歴史（3）「国語問題」その1
第24回：小論文の作成（4）
第25回：日本語の歴史（4）「国語問題」その2
第26回：書評の作成
第27回：日本語の歴史（5）番外編・革新的な表現の試み
第28回：補足説明とまとめ
受講人数や進行状況などの都合により、講義の順番や内容を多少変更する場合もある。

履修の注意点
・ほぼ毎回、授業内容に基づいた文章作成や練習問題などの提出物を予定している。授業で取り組む提出物については授業終了時に出すこと。
例外を除き、提出課題の持ち帰りや教室不在での提出、後日の提出は認めない。
・受講生の提出物を他年度の授業に利用することがあるため、丁寧な表記を心がけてもらいたい（良い例としてのみ使用し、氏名は公表しな
い）。
・受講生には発言を求めることが多くなるので、講義に積極的に参加することを期待する。

準備学習の内容
・授業で取り組んだ練習問題や課題をふりかえり、理解不十分だった点を確認し、次回以降の演習の際に生かすこと。

教科書
特に定めない。必要に応じてプリントを配布する。

参考書
文章読解、文章作成の授業内容では特に定めない。
歴史の授業内容では、『日本語の歴史』 山口仲美著 （岩波新書）2006年

課題に対するフィードバックの方法
提出課題は採点または添削の上、各自に返却する。また、必要に応じて授業内で課題の振り返りや解説を行う。

成績評価の方法
・授業内で取り組んだ提出物70％、レポート20％、授業への貢献度10％の総合評価。ただし授業態度の悪い者は総合評価から減点する。
・提出物はその仕上がり具合によって評価が異なるので、提出回数を重ねるだけでは成績評価点が伸びない場合もあり得る。内容はもちろん
誤字などの表記上のミスにも気をつけること。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）LIT111J

日本文学
4単位

1・2年次

教授 嶋 田 直 哉

授業の概要・到達目標
日本近代文学史を概観し、時代別に文芸思潮を学ぶ。さらにその時代の代表的な作者について学び、授業時間内で実際に作品を読む。明治・
大正期の作家と作品を中心に学習する。
日本近代文学の基礎知識の習得を到達目標とする。

授業内容
第1回 ガイダンス
第2回 物語とは何か
第3回 日本近代文学史概論
第4回 二葉亭四迷・尾崎紅葉
第5回 泉鏡花
第6回 樋口一葉（1）人と作品
第7回 樋口一葉（2）「たけくらべ」を読む
第8回 自然主義（1）島崎藤村
第9回 自然主義（2）島崎藤村「夜明け前」を読む
第10回 自然主義（3）田山花袋「少女病」を読む
第11回 森鴎外（1）人と作品
第12回 森鴎外（2）「最後の一句」を読む
第13回 森鴎外（3）「高瀬舟」を読む
第14回 夏目漱石（1）人と作品
第15回 夏目漱石（2）「夢十夜」を読む
第16回 夏目漱石（3）「坊っちゃん」を読む
第17回 大正時代の文学
第18回 芥川龍之介（1）人と作品
第19回 芥川龍之介（2）「藪の中」を読む
第20回 永井荷風（1）人と作品
第21回 永井荷風（2）「ぼく東綺譚」を読む
第22回 谷崎潤一郎（1）人と作品
第23回 谷崎潤一郎（2）「刺青」を読む
第24回 志賀直哉（1）人と作品
第25回 志賀直哉（2）「小僧の神様」を読む
第26回 白樺派の作家たち
第27回 総まとめ

※講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
第1回で授業の進め方などの説明をする。
履修変更期間中の欠席については配慮しない。
私語はいかなる理由があろうとも絶対にしてはならない。
私語、途中退室をする者に対しては厳しく対処する。
授業内容は履修者の学習状況をみて変更することがある。
★学習意欲が全くない者は履修してはならない。

準備学習の内容
日頃より読書に親しみ、授業で紹介された作品を積極的に読むこと。

教科書
使用しない。授業で使用する資料については事前にOh-o!Meijiで配布する。各自のデバイスで閲覧できるようにすること。

参考書
授業中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度（40％）、定期テスト（60％）

（あるいは授業への参加度と期末レポートによって評価する。履修者数によって評価の方法は決める。）

その他
出席確認時に不正を行った者は厳しく対処する。
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科目ナンバー：（PE）LIT111J

日本文学
4単位

1・2年次

教授 冨 澤 成 實

授業の概要・到達目標
近代日本の恋愛小説を、おもにとりあげる。
恋愛をテーマにした物語はこれまでにも数多く作られ、そしていまなお大量に生産されている。だが、今日の我々にとって普遍的で自明な

出来事のように見える「恋愛」は、実は明治期になって出現した新しい概念だったといってよい。
この授業では、近代日本の恋愛小説をそれぞれ鑑賞すると同時に、「恋愛」の発生を、我々の認識と行動のありようを規定する歴史的な事件

として捉え、具体的にその成立と展開の諸相を近代の文学作品を通じて検討することをも目的としている。
また近代の日本文学に関する基礎的知識のひとつとして、この時代の代表的な作家や文学思潮について概説する。

「恋愛」概念の成立と展開の諸相はもとより、近代日本を代表する作家それぞれの人と文学や近代日本の文学思潮、日本社会の近代化につい
ての理解を深めることを到達目標とする。

授業内容
1 イントロダクション
2 北村透谷｢厭世詩家と女性」＜1＞
3 北村透谷｢厭世詩家と女性」＜2＞
4 北村透谷｢厭世詩家と女性」＜3＞
5 森鴎外「舞姫」＜1＞
6 森鴎外「舞姫」＜2＞
7 森鴎外「舞姫」＜3＞
8 森鴎外「舞姫」＜4＞
9 樋口一葉「たけくらべ」＜1＞
10 樋口一葉「たけくらべ」＜2＞
11 樋口一葉「たけくらべ」＜3＞
12 樋口一葉「たけくらべ」＜4＞
13 尾崎紅葉「金色夜叉」＜1＞
14 尾崎紅葉「金色夜叉」＜2＞
15 尾崎紅葉「金色夜叉」＜3＞
16 田山花袋「蒲団」＜1＞
17 田山花袋「蒲団」＜2＞
18 田山花袋「蒲団」＜3＞
19 志賀直哉「赤西蠣太」＜1＞
20 志賀直哉「赤西蠣太」＜2＞
21 志賀直哉「赤西蠣太」＜3＞
22 志賀直哉「赤西蠣太」＜4＞
23 武者小路実篤「友情」＜1＞
24 武者小路実篤「友情」＜2＞
25 武者小路実篤「友情」＜3＞
26 谷崎潤一郎「痴人の愛」＜1＞
27 谷崎潤一郎「痴人の愛」＜2＞
28 谷崎潤一郎「痴人の愛」＜3＞

また「舞姫」をはじめ、映画化された作品についてはビデオやDVDなどを通じての鑑賞の機会もとりいれる計画である。

履修の注意点
学生諸君の授業への取り組みの姿勢を、成績評価を行なう際の重要な判断材料とするので、授業への出席は重要である。

準備学習の内容
資料などで扱うのは作品の一部分なので、各自で文庫本等を通じて作品全編を読んでおくのが望ましい。また日ごろから読書を通じて、教

養の一環として日本文学についての基本的な知識を身につけてほしい。

教科書
とくに指定しない。

参考書
授業時に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
授業時に学生の書いた小レポートを紹介し、課題に関するポイントや模範的な解答を示す。

成績評価の方法
定期テスト約80％、授業への参加度約20％

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）LIT111J

日本文学
4単位

1・2年次

教授 植 田 麦

授業の概要・到達目標
本授業の名称は「日本」文学であるが、その「日本」という号自体が初めて文献に現れるのは、およそ西暦700年のことである。その約10年

後に『古事記』が成る。つまり、国号「日本」と『古事記』の成立はほぼ同時期であるのだが、受講者が大学入学以前に学んだ「日本文学史」
はそのことを説明していただろうか。また、720年に成る『日本書紀』が、国号「日本」が成ってからわずか20年後のものであることを語って
いただろうか。

このように、本授業では、文学と社会との関わりを学び、また古典文学に関する受講者の固定観念を打ち払うことを目的とする。具体的に
は、神話に関する文化的状況や社会的状況を学ぶ。

授業内容
第01回 導入
第02回 『古事記』の裏側
第03回 文字を書くことについて
第04回 神話とは何か
第05回 概略・『古事記』の世界観
第06回 世界をかたちづくる神々
第07回 活動する神々
第08回 『古事記』のコスモロジー
第09回 皇祖神について（1）
第10回 皇祖神について（2）
第11回 皇祖神について（3）
第12回 神話から歴史へ
第13回 「至高神・天照大御神」の造形
第14回 天照大御神と古事記の世界
第15回 「罪の体現・須佐之男命」の造形
第16回 須佐之男命はいかにして天つ神となったか？
第17回 大物主神について（1）
第18回 大物主神について（2）
第19回 『古事記』と『日本書紀』
第20回 『日本書紀』と外交
第21回 平安時代の『日本書紀』
第22回 偽書の胎動
第23回 彷徨う神、エビス（1）
第24回 彷徨う神、エビス（2）
第25回 変容するアマテラスの神話（1）
第26回 変容するアマテラスの神話（2）
第27回 神話の利用と起源の捏造（1）
第28回 神話の利用と起源の捏造（2）

履修の注意点
・毎回の授業終了時に、次回の予習内容を指示する。
・就職活動に関する欠席を公欠として扱うことはない。
・履修にあたっては、高等学校で学習する程度の日本史の知識を有していること。

準備学習の内容
・予習内容：授業内で指示する。
・復習内容：原則として、授業で出す課題等によって行うこと。

教科書
・倉野憲司『古事記』（岩波文庫） 978-4003000113
※第75刷以降は、第74刷以前と内容が異なっているため、注意すること。授業は第75刷以降のテキストに従って行う。

参考書
・授業内で紹介することがある。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
・ミニレポート等による平常点と学期末レポートで評価する。
・ミニレポート……20%
・学期末レポート……80%
・ミニレポート未提出の場合は減点とする。
・当然ではあるが、一定回数以上の欠席（ミニレポート未提出）は単位認定の対象としない。

その他
・第1回の授業時において、期間内の授業について説明する。履修を考えている者はかならず出席すること。出席しない場合の不利益につい
ては、一切考慮しない。
・履修者数および授業の進展に伴い、授業予定の一部を変更する場合がある。
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科目ナンバー：（PE）LIT111J

日本文学
4単位

1・2年次

教授 池 田 功

授業の概要・到達目標
前半の三分の二は「こころの病の文化史」をテーマとする。
気分がすぐれないとか、うつ状態であるということはよくあることである。それは脳内の神経伝達物質のセロトニンやドーパミンの出が悪いた

めに起こっており、抗鬱剤を飲めば改善するという。しかし、そのためには処方箋が必要であり、また薬には必ず副作用がある。ボーダー内にあ
り、それでもなおかつ気分が悪いときは「言葉」の力に頼るのが一番良いのではないか。つまり、心の病を描いた文学作品に接することである。
本講義では、文学作品の講読そして解説により、治療ではなく言葉による治癒を目指す。

後半の三分の一は、まず身体の病と文学との関わりをテーマとする。さらに日本の明治期から現代までの著名な文学者とその作品を対象にし、
その生涯や代表作品を具体的に読みながらポイントを解説する。

授業内容
第1回：〈摂食障害〉松本侑子「巨食症の明けない夜明け」。この作品を通して摂食障害とは何か、またその原因や対策などを考える。
第2回：〈引きこもり〉田口ランディ「コンセント」を通して引きこもりの現状と対策などを考えたい。
第3回：〈ED（インポテンツ）〉新井満「尋ね人の時間」を通して、男性のEDを解説する。
第4回：〈不感症（冷感症）〉女性の性機能障害である不感症は、村上春樹「ノルウエイの森」に描かれている。
第5回：〈ヒステリーの世界〉宇野浩二「苦の世界」における、激しい女性のヒステリーを通して、その原因などを分析する。
第6回：〈夫婦の闇としてヒステリー〉島尾敏雄「死の棘」を分析する。
第7回：（映画鑑賞）小栗康平監督、松坂慶子、岸辺一徳出演による映画「死の棘」を鑑賞する。
第8回：〈神経を病む若い女性〉川端康成「たんぽぽ」、古井由吉「杳子」には、神経症を病む女子大生が描かれている。
第9回：〈強迫神経症の世界〉手を一日何百回も洗わなければいられないような強迫神経症の問題を、車谷長吉「飆風」により考える。
第10回：〈幻視、幻聴の世界〉芥川龍之介「歯車」には、芥川が自殺する直前の、幻視・幻聴の重い精神障害の状態が描かれている。
第11回：〈精神病院に入院するということ〉色川武大「狂人日記」には、精神病院での一年間と、退院してからの社会復帰の困難さが描かれてい

る。
第12回：〈精神病院前史・座敷牢の世界〉島崎藤村「夜明け前」、そして、映画「夜明け前」のラストシーンにその座敷牢が具体的に描かれてい

る。
第13回：〈母と娘との葛藤〉同性である母と娘との関係は難しいことが多い。笙野頼子「母の発達」をテキストにその問題を考える。
第14回：〈アルコール依存症文学の考察〉若山牧水の短歌、及び中島らも「今夜、すべてのバーで」などをテキストにしながらアルコール依存症

の問題、とりわけそこからの回復の問題を考えてみたい。
第15回：〈山の自然による癒し〉志賀直哉「暗夜行路」、南木佳士「阿弥陀堂だより」には、大自然に身も心も癒されてゆく主人公の精神状態が克

明に描かれている。ヒーリングとは何かを考えたい。
第16回：（映画鑑賞）小泉堯史監督、寺尾聰、樋口可南子出演による「阿弥陀堂だより」の映画を鑑賞することにより、自然による癒しの問題を

考える。
第17回：〈海の自然による癒し〉石川啄木「一握の砂」、南木佳士「海へ」には、海により心が癒されて復活する主人公が描かれている。
第18回：〈治療文化〉目取真俊「魂込め」をテキストに、一見非合理的にも思えるシャーマニズムによる癒しの問題を考える。
第19回：前半の「こころの病の文化史」のまとめ
第20回：〈日本文学史〉「万葉集」を古代朝鮮語で読み解くとどうなるか。「とはずがたり」における性の遍歴とは。松尾芭蕉「奥の細道」の虚構

性とは。
第21回：〈主義と思潮の日本近代文学史〉浪漫主義、自然主義、反自然主義などをつながりとして考えるとどうなるか。
第22回：〈森鷗外「舞姫」〉鷗外の4年間のドイツ体験とは。「舞姫」におけるベルリンや実際のエリスとの関係を考える。「舞姫」のテーマとは。
第23回：（映画鑑賞）篠田正浩監督・郷ひろみ主演の映画『舞姫』の鑑賞。
第24回：〈遠野物語〉柳田国男「遠野物語」の民俗学の世界を、現代の科学的な視点から読み解くとどうなるか。
第25回：〈樋口一葉「たけくらべ」〉24年間の薄幸の人生とは。日記に秘められた妻子ある男性との恋とは。吉原遊郭を舞台にした淡い恋物語の分

析。
第26回：〈徳冨蘆花「不如帰」〉小説「不如帰」は日本近代の最大級のベストセラーになった。ここには韓流ドラマにみられるようなテーマがあっ

た。しかし、それは戦後ほとんど読まれなくなるのはどうしてか。
第27回：〈安部公房「砂の女」〉伝統的価値観を否定的にとらえて、国際的な作家になった安部公房。その代表作の「砂の女」を解説する。
第28回：（映画鑑賞）勅使河原宏監督、岸田今日子、岡田英次出演の映画「砂の女」を鑑賞する。

履修の注意点
心の病や身体の病などとあまり深刻に考えないで、もっと気楽に日本の近代、現代文学作品を、少しだけ心や身体の病という視点を導入しなが

ら読み解くという気持ちで履修してほしい。

準備学習の内容
テキストを使用するので、テーマの部分を前もって読んでおくことが望ましい。もし不明な部分等があれば授業中に質問すること。また、次回の
内容についてレジュメや参考書に目を通しておくことが望ましい。

教科書
購入する必要はないが、『新版 こころの病の文化史』池田 功著（おうふう）を使用する。

参考書
『神経症と文学ー自分という不自由』大本泉他編（鼎書房）
『日本文学史序説上下』加藤周一（ちくま学芸文庫）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
学期末に行う試験を中心に評価する。授業への参加度10％、学期末の試験90％である。

その他
半期集中の授業であるが、この授業の進め方についてガイダンス時に詳しく説明する。
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科目ナンバー：（PE）LIT111J

日本文学
4単位

1・2年次

兼任講師 田 中 絵美利

授業の概要・到達目標
昨年度に引き続き、近代日本の小説を〈ジェンダー批評〉することを試みる。
近年、〈ジェンダー〉という用語が再び脚光を浴びている。
が、その一方で〈ジェンダー〉に対して異を唱える者に対する誤った批判も多く見られる。
本講義では、〈ジェンダー〉とは何か、〈ジェンダー〉を通して文学作品を批評するのはどのようなことかを学ぶ。
それは同時に、〈ジェンダー〉を通して世の中・社会を見る行為につながるであろう。
今年度も最終的に夏目漱石の代表的な長編小説『こころ』を解釈することを目指す。
文学作品に馴染みのない学生でも受講できるよう配慮しているが、
授業内で扱う作品は通読した上で受講する必要がある。
分からなくても読んでみる、それがまず基本となる。

授業内容
第1回 ガイダンス・履修上の注意
第2回 〈ジェンダー〉とは何か・受講生の〈ジェンダー〉観を確認する
第3回 〈ジェンダー批評〉とは何か
第4回 明治期のベストセラー本（1）西国立志編
第5回 明治期のベストセラー本（2）学問のすゝめ
第6回 明治期の学校教育制度の確立 男子と女子の教育格差
第7回 樋口一葉「十三夜」（1）樋口一葉基礎知識・問題点の整理
第8回 樋口一葉「十三夜」（2）明治期における理想の女性像の形成
第9回 樋口一葉「十三夜」（3）明治期における結婚制度
第10回 樋口一葉「十三夜」（4）物語の解釈・前半を読む
第11回 樋口一葉「十三夜」（5）物語の解釈・後半を読む
第12回 国木田独歩「酒中日記」（1）国木田独歩基礎知識・問題点の整理
第13回 国木田独歩「酒中日記」（2）教育勅語と軍人
第14回 国木田独歩「酒中日記」（3）天声国家体制とジェンダー
第15回 国木田独歩「酒中日記」（4）悪女の人生を読む
第16回 国木田独歩「酒中日記」（5）多層的な構造に着目して読む
第16回 日露戦争後の文学（1）ゾライズムと自然主義
第17回 日露戦争後の文学（2）自然主義の流行と屈折
第18回 女性解放運動（1）明治30年代の女性・女学生の登場
第19回 女性解放運動（1）与謝野晶子の短歌
第20回 女性解放運動（2）政党の活動
第21回 女性解放運動（3）明治期における活動の限界
第22回 夏目漱石『こころ』（1）夏目漱石基礎知識・問題点の整理
第23回 夏目漱石『こころ」（2）『こころ』論争を通して見える解釈のジェンダー
第24回 夏目漱石『こころ』（3）「先生」の遺書を読むその1・家における男の立場
第25回 夏目漱石『こころ』（4）「先生」の遺書を読むその2・遺書の中の美しい妻
第26回 夏目漱石『こころ』（5）ホモソーシャル文学としての『こころ』
第27回 夏目漱石『こころ』（6）『こころ』は恋愛小説か
第28回 夏目漱石『こころ』（7）『こころ』に描かれる女、描かれない女
第29回 ジェンダー批評のこれから・ジェンダーを今後どう捉えていくべきか
第30回 総括

履修の注意点
資料は基本的にOh-O! Meijiを通してデータで配布する。
プリントアウトしてもデータで持ち込んでも構わない。
授業中にパソコンを使用することも許可する。
が、スマホの小さい画面で資料を見るのは禁止する。
詳細はガイダンスで説明する。

準備学習の内容
授業内で扱う小説を事前に読んだ上で受講すること。

教科書
夏目漱石『こころ』（新潮文庫）
教科書については、改めて説明します。

参考書
授業内で適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点60％ 期末試験40%とする。
期末試験の受験は必須とする。

その他
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科目ナンバー：（PE）LIT111J

日本文学
4単位

1・2年次

兼任講師 瀧 口 翠

授業の概要・到達目標
和歌において女性の歌は、長い伝統をもって歌い継がれてきた。その「女歌」を時代を追って読み、特質を確かめることは、日本文学史の

一面を明らかにすることになるだろう。はじめに、現代の女性歌人が自身の歌をどのように捉えているかをみた後、歌垣に遡る日本のうたの
起源を考える。そして、萬葉集の女性歌人や、平安時代の女房文学者などが、自己の人生といかに切り結びながら歌を詠んでいたかをみてゆ
く。

各作品の芸術的特質や文学的意義をその背景となる歴史や文化との関連において理解すること、歌人と作品の距離を確かめてゆくことを通
じて、学生自身が文学との関わりを主体的に考えることを目標とする。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 現代の女性歌人
第3回目 折口信夫の女歌論（1）与謝野晶子・山川登美子
第4回目 折口信夫の女歌論（2）「ぽうず」「くちからでまかせ」
第5回目 歌垣
第6回目 中国少数民族の歌垣
第7回目 萬葉集の相聞歌
第8回目 額田王（1）紫草の贈答歌
第9回目 額田王（2）熟田津の歌 近江へ下る歌 春秋競憐歌
第10回目 額田王（3）山科御陵退散歌 弓削皇子との贈答
第11回目 大伴坂上郎女（1）相聞歌
第12回目 大伴坂上郎女（2）家刀自として
第13回目 萬葉集の女性歌人たち
第14回目 萬葉集と古今和歌集
第15回目 小野小町（1）小町集
第16回目 小野小町（2）小町伝説
第17回目 小野小町（3）無名草子の評
第18回目 清少納言（1）無名草子の評
第19回目 清少納言（2）清原元輔の子として
第20回目 紫式部日記
第21回目 小式部内侍（1）無名草子の評
第22回目 小式部内侍（2）小式部内侍の歌
第23回目 和泉式部（1）無名草子の評
第24回目 和泉式部（2）和泉式部集
第25回目 和泉式部（3）日記と和歌
第26回目 和泉式部（4）和泉式部日記
第27回目 女性と漢文
第28回目 歌にみる女性

履修の注意点

準備学習の内容
予告する歌や配布資料記載の文献について、注釈書などで学習する。
取り上げる歌人の歌集を読む。

教科書
使用しない。

参考書
使用しない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
小レポートなどによる平常点30% 定期試験70%

その他

─ 24 ─



科目ナンバー：（PE）LIT111J

外国文学
2単位

1・2年次

准教授 内 田 兆 史

授業の概要・到達目標
≪授業の到達目標及びテーマ≫

イスパノアメリカと呼ばれる地域、そして広くラテンアメリカが生み出
した文学作品を、そこに暮らす人びとの歴史と、その中で生まれた暮らし
やメンタリティ、政治との関わりとともに考察する。

いわゆる「ラテンアメリカ」地域を、それ以外のアメリカやヨーロッパ
との比較し、またそれぞれの関係をとらえられるようになり、そのうえで
イスパノアメリカの代表的作家たちの意識や作品に対する理解を深める。
≪授業の概要≫

イスパノアメリカについて、まずはその成り立ちや、歴史に基づいたモ
ザイク模様を織りなす文化を概観し、20世紀から今世紀にかけてのこの地
域の代表的作家とその作品を取り上げ、それぞれの作家、作品を、地域や
時代の特徴をとらえる。また、そうした文学作品をきっかけに制作された
映画についても考察する。

授業内容
第1回：オリエンテーション 授業の目的と概要について説明し、中南

米、ラテンアメリカおよびイスパノアメリカという語のとらえ
方、それぞれが覆う範疇を定義する。

第2回：アメリカが誕生するまで ラテンアメリカの古代史を概観する。
第3回：アメリカの誕生 ラテンアメリカの歴史を、そのほかのアメリカ

およびヨーロッパとの比較・関連を考えながら、征服・植民地時
代までを概観する。

第4回：アメリカの独立 ラテンアメリカの歴史を、そのほかのアメリカ
およびヨーロッパとの比較・関連を考えながら、各国独立以降の
歴史を概観する。

第5回：アメリカの現代 ラテンアメリカの歴史を、そのほかのアメリカ
およびヨーロッパとの比較・関連を考えながら、現代史を概観す
る。

第6回：ラテンアメリカの文学とは
第7回：ラテンアメリカの短篇作品 カルロス・フエンテス「チャック・

モール」
第8回：ラテンアメリカの短篇作品 イサベル・アジェンデ「ワリマイ」
第9回：ラテンアメリカの短篇作品 ミゲル・アンヘル・アストゥリアス

「大帽子男の伝説」
第10回：ラテンアメリカの短篇作品 エレーナ・ガーロ「トラスカラ人の

罪」
第11回：ラテンアメリカの短篇作品 アウグスト・モンテローソ「日蝕」
第12回：ラテンアメリカの短篇作品 オラシオ・キロガ「流れのままに」
第13回：ラテンアメリカの短篇作品 マリオ・バルガス＝リョサ「決闘」
第14回：ラテンアメリカの短篇作品 ガブリエル・ガルシア＝マルケス

「フォルベス先生の幸福な夏」
上記の授業計画は目安であり、じっさいの授業回数や進行にいくぶんの

誤差は生じる。

履修の注意点
早めにテキストを入手しておくこと。

準備学習の内容
授業前には作品を読み、感想をまとめる。
授業後には授業で学んだ背景を意識しつつ作品を読み直し、ラテンアメ

リカ文学のなかでの位置づけをする。

教科書
野谷文昭編訳『20世紀ラテンアメリカ短篇選』（岩波文庫）1020円
そのほか、授業内でプリントを配布する。

参考書
授業中にブックリストを配布する。

課題に対するフィードバックの方法
提出されたリアクションペーパーおよび短篇に関する小レポートは次回

授業時にその質問に答えたり、考察したりする。

成績評価の方法
リアクションペイパー（毎回、30%）、短篇の感想を主とした小レポー

ト（計10回、40％）およびレポート（30%）

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）LIT151J

言語と文化
2単位

1・2年次

教授 虎 岩 直 子

授業の概要・到達目標
詩、この授業では英語の詩、を読解し味わうことが第一の目的であ
るが、それぞれの作品が成立した政治社会的背景を理解することに
よって、いかに読解が深まっていくかを経験してほしい。本年度は

「環境」と「詩」というテーマで詩を読んでいく。言語芸術に馴染
みがない人々にも、これを機会に様々な表象の質の違いを味わいつ
つ、「詩」に接近する機会を持つことを期待する。

授業内容
1回目 イントロダクション
2回目 環境と文学
3回目から13回目 具体的な作品を読解していく。ルネサンス期か
ら現代までの英米の詩人が中心になる。
14回目 復習

履修の注意点
授業中に対象資料を紹介していくので、きちんと出席してほしい。

準備学習の内容
日常的に意識してさまざまな文化表象を分析的に見ていく訓練をす
ることを求める。

教科書
特に指定しない。授業中にテキストを配布する。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
出席して積極的に授業に関わる姿勢（20パーセント）。期末試験

（80パーセント）。

その他
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科目ナンバー：（PE）IND111J

ジェンダー論Ⅰ【2022年度以降入学者】
教養基礎講座【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

教授 高 峰 修

授業の概要・到達目標
ジェンダー論

ジェンダーとは、まずは「文化的・社会的・心理的な性の有り様」と
説明できます。私たちは女として、男として、あるいはそのどちらでも
ない立場として例外なくジェンダーをまといながら生きており、また現
代社会が抱える多くの問題の背景には、このジェンダーが潜んでいると
考えられます。

この授業では、まずジェンダー論の基本的知識を習得し、さらにそれ
をツールとして他の社会現象や社会問題を分析する視点を獲得すること
を到達目標とします。

そうした分析視点が、3～4年生における政治学、経済学、地域行政
学各分野の専門的な学びにおいて、問題解決の新たな方策をもたらすこ
とを期待しています。

授業内容
第1講 ガイダンス／ジェンダーへの気づき
第2講 ジェンダーへの社会化
第3講 性差について考える
第4講 家族とジェンダー、性別役割分業
第5講 教育とジェンダー
第6講 労働とジェンダー（1）
第7講 労働とジェンダー（2）
第8講 ジェンダー理論史
第9講 性愛とジェンダー
第10講 セクシュアリティ～異性愛/同性愛主義
第11講 男性学・男性性について
第12講 性の商品化
第13講 暴力とジェンダー～セクシュアル･ハラスメント、DV、レイプ
第14講 ジェンダーと政治学／まとめ

履修の注意点
身の回りにあたり前のようにある男と女という存在、そして男女の関

係をあえて問い直していきます。
そこには新たな発見があると思いますので、ぜひそれを受け入れる柔

軟さを持ち合わせていてください。
またできるだけ授業内でディスカッションやグループワークを取り入

れますので、積極的な発言を期待しています。

準備学習の内容
毎週、指定するテキストの章や文献、論文などの資料を熟読してくる

こと。授業開始時にクイズを出します。

教科書
木村・伊田・熊安編著「よくわかるジェンダー・スタディーズ」ミネル
ヴァ書房、2013年

参考書
毎回の講義で紹介します。

課題に対するフィードバックの方法
次回講義の冒頭にて行います。

成績評価の方法
原則として毎回出欠を確認し、リアクションペーパーを書いてもらい

ます。
期末にはレポート課題を出します。
全授業回数の2/3以上の出席を期末レポート提出の条件とします。
1）授業の理解度（リアクションペーパーの評価） 50%
2）期末レポート 50%

その他
a）スライドとレジュメ

講義は原則として、スライドによるプレゼンテーションによって進め
ます。講義前にスライドのファイルをOh-o! Meijiのクラスウェブ内（資
料）にアップしますので、必要に応じて各自で印刷して下さい。
b）リアクションペーパー

原則として毎回、受講内容に対するコメントを書いてもらいます。こ
の内容をもって出席とします。ときどき、遅刻のチェックをします。
c）ディスカッション

できるだけ講義の中で受講生同士の意見交換をする時間を取りたいと
思います。そうした時間には積極的に発言し、同時に他の受講者の意見
にも耳を傾け受け入れることを心がけてください。

─ 26 ─



科目ナンバー：（PE）LAW111J

法学
4単位

1・2年次

兼任講師（法） 森 本 陽 美

授業の概要・到達目標
私たちが無条件に「法」として思い浮かべているのは、実は西欧法のことである。

何故、当然のようにそう思うのか。何故、西欧法を受け入れることになったのか。その理由は江戸時代末期に遡る。日本は、江戸時代末期に開国を強いられ、西欧諸国との間
に不平等条約を結ばされた。それを改正するためには、西欧と同じ制度の「法」を持つことが国是であったからである。それから150年ほどが過ぎ、日本独特の法文化も形成
されている。

この授業では、西欧法継受の歴史的背景、そもそも西欧由来の「法」とは何か、その理念としての目的である正義とは何か、東西文化が「法」に及ぼす影響、理想としての
法と法の担い手などを中心に学習する。
また、法の機能的側面としての目的、即ち、国民相互の関係や国家もしくは地方公共団体と国民との関係等において、どのように働いているのかを具体的に学習する。

さらに、第二次世界大戦から現代に至るまで、「法」がどのように私たちの社会生活に影響を及ぼしているのかについて、東京裁判、裁判員制度、自衛隊にまつわる憲法問
題、憲法解釈変更の閣議決定、憲法改正草案、安保法制などについても検討する。その他、時事問題についても取り上げる。

この授業を通して、法や社会問題に関心を持ち、社会の動きに敏感であることを望む。

授業内容
【春学期】
第1回：「法学」学習の注意点
第2回：「人間の」規範としての法
第3回：文化的現象としての法
第4回： 〃
第5回：日本と西欧法の出会い（総論）
第6回： 〃
第7回：日本と西欧法の出会い（各論） フランス
第8回： 〃 ドイツ
第9回： 〃 アメリカ
第10回：法の担い手とその養成
第11回： 〃
第12回：近代法の系譜および形態
第13回：近代法の諸様相
第14回： 〃
第15回：日本法の今後の課題
第16回：裁判員制度（講義）
第17回： 〃 （動画鑑賞）
第18回：裁判傍聴
第19回：東京裁判（講義）
第20回： 〃 （動画観賞）
第21回：平和主義
第22回：憲法9条の解釈と裁判
第23回：時事問題（1） 森友学園・赤木ファイル
第24回：共謀罪
第25回：安保法制
第26回：時事問題（2） ウクライナ問題など
第27回：憲法改正
第28回：話合い

履修の注意点
初回に自己紹介を兼ねた課題がひとつあり、学期の最終月に教科書の内容を発展させたレポートが一つあります。
これらの提出がが試験の受験条件となります。

学期の前半は、テキストを中心に授業が行われます。
学期の後半は、戦後の日本がどのように法を運用しているのかを実際的な例から学んでいきます。
裁判傍聴はとても興味深い体験となりますので、事情が許せば積極的に参加してください。

授業は、出来る限り双方向授業にして皆と一緒に授業を作り上げるつもりです。
その時々の時事問題を一緒に考える時間も設けますので、世の中の動きに是非とも関心を払って下さい

準備学習の内容
まずは教科書・新聞を読み、現在の政治の動きを常に把握することが重要です。
西欧法について、または法の支配に関する本がたくさん出版されていますので、それらを読んでおくと授業が分かりやすくなります。

教科書
『法学入門』三ケ月章著（弘文堂）

参考書
『長沼事件 平賀書簡─35年目の証言 自衛隊違憲判決と司法の危機』福島 重雄 ・水島 朝穂 ・大出 良知 共著
『弁護の技術と倫理 弁護の道の七燈』Edward Abbott Parry著、日弁連法務研究財団訳

課題に対するフィードバックの方法
次回授業の冒頭で主だった回答を紹介したり、教官と真剣に話し合いたい学生には、議論も行います。
最終回の授業時に、半期を通じたフィードバックを行います。

成績評価の方法
定期試験（70％）、レポート（20％）、授業への貢献度（10％）で評価します。

その他
週に2回の授業は心身共にきつい時もありますが、一緒に頑張ってまいりましょう。
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科目ナンバー：（PE）GEO191J

地理学
4単位

1・2年次

兼任講師（文） 谷 川 尚 哉

授業の概要・到達目標
地理学は、自然科学と人文科学あるいは社会科学にまたがる、いわゆる学際的な学問である。また、地理学は、つねに「場所・地域・空間」

にこだわる学問である。リージョナルサイエンスの代表とも言える。地理学の有効性・おもしろさ・可能性を探っていきたい。
今年度は、第1次産業の地理学として、捕鯨と漁業の地理に特化したい。TPP 問題を考えるにあたっても、第1次産業の重要性を理解する

ことを到達目標としたい。

授業内容
第1回 地理学とは何か（1）地理学史から考える
第2回 地理学とは何か（2）地理学の構成から考える
第3回 第1次産業の地理学 漁業（水産業）と捕鯨
第4回 捕鯨の歴史的変遷（1）ジョン万次郎と「白鯨」そしてペリー来航
第5回 捕鯨の歴史的変遷（2）1606年紀州・太地での鯨組の結成・古式捕鯨
第6回 捕鯨の歴史的変遷（3）近代捕鯨の始まり・ノルウェー式捕鯨の導入・鮎川
第7回 捕鯨の歴史的変遷（4）南氷洋（南極海）捕鯨・母船式捕鯨の開始
第8回 捕鯨の歴史的変遷（5）国際捕鯨取締条約（ICRW）と国際捕鯨委員会（IWC）
第9回 捕鯨問題の歴史的変遷（1）1972年・国連人間環境会議とニクソン政権
第10回 捕鯨問題の歴史的変遷（2）商業捕鯨モラトリアムと調査捕鯨、そして反捕鯨
第11回 捕鯨問題の歴史的変遷（3）シーシェパードは環境テロリスト？
第12回 捕鯨問題の歴史的変遷（4）THE COVEとBehind The Cove、そして太地
第13回 捕鯨問題の歴史的変遷（5）国際司法裁判所（ICJ）の判決
第14回 沿岸小型捕鯨 和歌山太地のゴンドウ鯨漁と千葉県和田のツチ鯨漁
第15回 たった一人の初鰹と鰹の一本釣り船団（明神学武）
第16回 鰹の一本釣り船団の戦い
第17回 「15歳の海」マグロ延縄漁
第18回 遠洋マグロ延縄漁と減船。ラスパルマスと気仙沼
第19回 減船問題と便宜置籍船問題。台湾の実態
第20回 「アルマドラバ」スペイン地中海のマグロ定置網漁
第21回 蓄養マグロとその輸入（a）地中海
第22回 蓄養マグロとその輸入（b）オーストラリアとメキシコ
第23回 マグロ完全養殖への模索。近大マグロ
第24回 青森県大間のマグロ一本釣り（1）洋三夫妻の夫婦船
第25回 青森県大間のマグロ一本釣り（2）張江さんとリッキーの御祝儀相場
第26回 津軽海峡をはさんだ北海道戸井のマグロ漁
第27回 世界の国がマグロを食べ始めた（1）中国・台湾、中華料理はどうなる？
第28回 世界の国がマグロを食べ始めた（2）マグロが輸入できない？
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

履修の注意点
映像資料を活用するので、欠席すると学習が困難になろう。

準備学習の内容
高校程度の地図帳があると良い。また、常に、第1次産業に関する報道（ニュース）に気をつけて、チェックすること。

教科書
基本的には、視聴覚教材をテキスト代わりに活用する。必然的に、欠席回数が多いと、講義の内容について来れなくなるので注意のこと。

参考書
随時、紹介したい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
期末に試験をする。100点満点。持ち込み不可。レポート等での代替はない。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）ANT111J

文化人類学Ａ【2022年度以降入学者】
文化人類学【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

教授 山 内 健 治

授業の概要・到達目標
文化人類学は、民族や様々な国の人々の生活文化を比較考察する学問です。方

法は歴史学・考古学とも異なり、常に現代文化の理解を前提としています。本授
業では、19世紀に確立した文化人類学の理論を現代まで紹介しながら、現代文化
の理解の方法について考えます。講義では、私たちの身近な事例、例えば、家
族・婚姻・共同体・社会構造とは何か、グローバル化の中で民族的アイデンティ
ティーとは何か、なぜ地域ナショナリズムは発生するのか？そもそも「民族」何
か、現代「文化」を観察・記述して比較する主体と客体は誰か？等、フィールド
ワークから蓄積してきた文化人類学方みた現代社会の課題と解釈の方法を紹介す
るとともに我々の文化を位置付ける方法を学びます。そのために、講義では、文
化人類学の基礎理論である、進化論・伝播論・機能主義・構造主義の理論史を紹
介します。同時に文化人類学者のフィールドワークで得られたいわゆる無文字
社・常民・非西欧の人々の生活を資料・図・映像で可能な限り講義に提供しなが
ら「野生の思考」様式と現代社会との比較観察を講義内で行います。

本講義の到達目標は「異なる文化」と「自己の文化」論理（エミック）を相対
化・客体化し国家・民族・文化的葛藤の課題と共生の姿を創造し客観的に解釈し
うる知識と方法論を身につけることである。

授業内容
第1回目：ガイダンス 文化人類学の位置づけと考え方
第2回目：「文化人類学」？（考古学・歴史学・社会学・思想史との差異）
第3回目：「文化」概念とは何か？「異なる文化の論理」と人類
第4回目：フィールドワークスピリッツ：参与観察と「文化」を書く方法

現代人類学の課題（1） 開発と植民地・少数民族とは何か
第5回目：現代人類学の課題（1）少数民族とは何か、エスニックアイデンティ

ティーの創造性
第6回目：現代人類学の課題（2）グローバリゼーションと文化ナショナリズム
第7回目：文化人類学の基礎理論（1）進化論の時代から見た植民地主義
第8回目：現代人類学の課題（3）ポスト植民地主義と現代社会の開発支援の諸

問題
第9回目：文化人類学の基礎理論（2）伝播論ーウイーン学派から見た東はアジ

アの文化複合（人・モノ・食の移動）
第10回目：文化人類学から見た「日本の地域性」、われわれはどこから来たのか？

（親族・社会構造を中心に）
第11回目：「家族」概念の再考ー身近な「家族」という用語について親族と共に研

究史をふまえて、その過去・現在・未来像 と「家族の危機」同時に
性・婚姻・ジェンダー等をあつかう。

第12回目：現代人類学の課題（3）機能主義理論から構造主義までー「文化の機
能」とは何か？
構造主義（レヴィ＝ストロースとエンドマンド・リーチー「文化の構
造」とは何か？そしてこれからの人類学

第14回目：「異なる文化の論理」の相対化・客体化と創造性について「人類の思考
様式と文化人類学」を考える

履修の注意点
「文化人類学A」（山内健治）の履修者は、原則「文化人類学B」（山内健治）も履
修してください。理由は、前期集中講義なので「文化人類学A」（山内健治）の講
義内容は「文化人類学B」に連続する内容だからです。

講義中のプリント・パワーポンイントを中心に説明します。必ず、目を通すこ
と。自分の身の回りの事象（政治・経済・社会・思想）と関連づけながら考察・
聴講してほしい。文化人類学に関わる文献を紹介しますが、各自検索し、必ず一
文献は読むこと。前期終了前の試験に代わるレポートには必要です。

準備学習の内容
講義中の配布プリント、提示パワーポンイントを可能な限り事前にクラスWEB
(講義資料）に入れておきます。事前に閲覧すると進度と共に講義内容を理解しや
すい。

教科書
特に指定しないが必要に応じて提示しますので参考になる。

参考書
江上波夫編『日本民族の源流』講談社学術文庫（No1162 ）
山内健治著『基地と聖地の沖縄史』吉川弘文館
綾部恒雄編『文化人類学15の理論』中公新書
明治大学島しょ文化研究編『国際社会の中の沖縄・奄美』風土社
山田朗・諸井勇一編『平和創造学への道案内』法律文化社

課題に対するフィードバックの方法
講義内のリマインドペーパーの質問への応答によりフィードバックします。

成績評価の方法
前期最後のレポート試験（70％）、講義で出す小レポート（30％）・授業への参

加度ほか総合的に判断する。

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）ANT111J

文化人類学B【2022年度以降入学者】
文化人類学【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

教授 山 内 健 治

授業の概要・到達目標
文化人類学は、民族や様々な国の人々の生活文化を比較考察する学問です。

方法は歴史学・考古学とも異なり、常に現代文化の理解を前提としています。
本授業では、19世紀に確立した文化人類学の理論を現代まで紹介しながら、
現代文化の理解の方法について考えます。講義では、私たちの身近な事例、
例えば、家族・婚姻・共同体・社会構造とは何か、グローバル化の中で民族
的アイデンティティーとは何か、なぜ地域ナショナリズムは発生するのか？
そもそも「民族」何か、現代「文化」を観察・記述して比較する主体と客体
は誰か？等、フィールドワークから蓄積してきた文化人類学方みた現代社会
の課題と解釈の方法を紹介するとともに我々の文化を位置付ける方法を学び
ます。そのために、講義では、文化人類学の基礎理論である、進化論・伝播
論・機能主義・構造主義の理論史を紹介します。同時に文化人類学者の
フィールドワークで得られたいわゆる無文字社・常民・非西欧の人々の生活
を資料・図・映像で可能な限り講義に提供しながら「野生の思考」様式と現
代社会との比較観察を講義内で行います。

本講義の到達目標は「異なる文化」と「自己の文化」論理（エミック）を
相対化・客体化し国家・民族・文化的葛藤の課題と共生の姿を創造し客観的
に解釈しうる知識と方法論を身につけることである。

授業内容
第1回目：ガイダンス 文化人類学の位置づけと考え方
第2回目：「文化人類学」？（考古学・歴史学・社会学・思想史との差異）
第3回目：「文化」概念とは何か？「異なる文化の論理」と人類
第4回目：フィールドワークスピリッツ：参与観察と「文化」を書く方法

現代人類学の課題（1） 開発と植民地・少数民族とは何か
第5回目：現代人類学の課題（1）少数民族とは何か、エスニックアイデン

ティティーの創造性
第6回目：現代人類学の課題（2）グローバリゼーションと文化ナショナリ

ズム
第7回目：文化人類学の基礎理論（1）進化論の時代から見た植民地主義
第8回目：現代人類学の課題（3）ポスト植民地主義と現代社会の開発支援

の諸問題
第9回目：文化人類学の基礎理論（2）伝播論ーウイーン学派から見た東は

アジアの文化複合（人・モノ・食の移動）
第10回目：文化人類学から見た「日本の地域性」、われわれはどこから来たの

か？（親族・社会構造を中心に）
第11回目：「家族」概念の再考ー身近な「家族」という用語について親族と共

に研究史をふまえて、その過去・現在・未来像 と「家族の危機」
同時に性・婚姻・ジェンダー等をあつかう。

第12回目：現代人類学の課題（3）機能主義理論から構造主義までー「文化
の機能」とは何か？

第13回目：現代人類学の課題（4）構造主義（レヴィ＝ストロースとエンド
マンド・リーチまでー「文化の構造」とは何か？

第14回目：「異なる文化の論理」と映像人類学の可能性（文化の記録と解釈）

履修の注意点
「文化人類学B」（山内健治）の履修生は原則「文化人類学A」（山内健治）も
履修してください。理由はこの科目のA/Bは、前期集中で開講するため1
限・2限と連続した内容を含むからです。

準備学習の内容
講義中の配布プリント、提示パワーポンイントを可能な限り事前にクラス
WEB(講義資料）に入れておきます。事前に閲覧すると進度と共に講義内容
を理解しやすい。

教科書
得に指定しない

参考書
江上波夫編『日本民族の源流』講談社学術文庫（No1162 ）
山内健治著『基地と聖地の沖縄史』吉川弘文館
綾部恒雄編『文化人類学15の理論』中公新書
明治大学島しょ文化研究編『国際社会の中の沖縄・奄美』風土社
山田朗・諸井勇一編『平和創造学への道案内』法律文化社

課題に対するフィードバックの方法
講義後に配布するリマインドペーパへの質問に応答します。

成績評価の方法
前期最後のレポート試験（70％）、講義で出す小レポート（30％）・授業への
参加度ほか総合的に判断する。

その他
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科目ナンバー：（PE）ANT111J

文化人類学Ａ【2022年度以降入学者】
文化人類学【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

兼任講師 岡 庭 義 行

授業の概要・到達目標
本講は、文化人類学の歴史と理論に関する体系的理解を深めるとと
もに、事例の分析や解釈を通して、人類学的思考を身につけること
を目的としています。
＜到達目標＞
事例分析に基づき文化人類学の歴史と理論について説明することが
できる。

授業内容
第 1 回 イントロダクション：文化とはなにか
第 2 回 文化人類学の考え方
第 3 回 フィールドワークの課題と展望
第 4 回 進化主義の功罪
第 5 回 理論と方法（1）機能主義
第 6 回 理論と方法（2）文化相対主義
第 7 回 理論と方法（3）構造主義
第 8 回 ポスト構造主義の諸相
第 9 回 事例研究（1）儀礼・象徴・権力
第10回 事例研究（2）信仰と世界観
第11回 事例研究（3）来訪神と両義性
第12回 事例研究（4）多様化する性と家族
第13回 事例研究（5）魂のゆくえ（Dualism）
第14回 まとめと総括：省察する人類学

履修の注意点
関連する講義を併行して履修することが望ましい。講義課題と資

料はOh-o! Meijiで配布する。

準備学習の内容
講義中に指示する次回の論点整理と準備学習、及び振り返りと課題
省察を行う（各30分程度）。

教科書
特に使用しない。適宜、講義資料を配布する。

参考書
『文化人類学の思考法』松村圭一郎他(世界思想社)
『文化人類学(第4版)』波平恵美子（医学書院）
※その他、各講義テーマに基づき適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
提出課題については、適宜、Oh-o! Meijiにより、関連資料を付して
全体講評を行います。

成績評価の方法
レポート課題（60%）、リアクションペーパー（30%）、授業への参
加状況（10％）

その他
2021年度以前入学者については、文化人類学Bも合わせて履修する
こと。両科目修得をもって、4単位を付与する。

科目ナンバー：（PE）ANT111J

文化人類学Ｂ【2022年度以降入学者】
文化人類学【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

兼任講師 岡 庭 義 行

授業の概要・到達目標
本講は、文化人類学の理論と方法論を学び、個別の民族誌を分析し
解釈するとともに、その成果と展望について構造的理解を深めるこ
とを目的としています。
＜到達目標＞
文化人類学の理論と方法を用いて、さまざまな事例を解釈し説明す
ることができる。

授業内容
第 1 回 イントロダクション：人間とはなにか
第 2 回 人類学的思考
第 3 回 人間の営為と暗黙知の次元
第 4 回 参与観察と「主観」の問題
第 5 回 民族の視座：ディアスポラとリゾーム
第 6 回 状況学習理論と文化の身体化
第 7 回 ツーリズムと文化の真正性
第 8 回 近代世界システムと脱社会科学
第 9 回 事例研究（1）境界理論とタブーの原理
第10回 事例研究（2）神話とトリックスター
第11回 事例研究（3）仮面とアレゴリー
第12回 事例研究（4）文化帝国主義
第13回 事例研究（5）エスノセントリズム
第14回 まとめと総括：公共の人類学

履修の注意点
関連する講義を併行して履修することが望ましい。講義課題と資料
はOh-o! Meijiで配布する。

準備学習の内容
講義中に指示する次回の論点整理と準備学習、及び振り返りと課題
省察を行う（各30分程度）。

教科書
特に使用しない。適宜、講義資料を配布する。

参考書
『詳論文化人類学』桑山敬巳他（ミネルヴァ書房）
『共感へのアプローチ』渥美一弥（春風社）
※その他、各講義テーマに基づき適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
提出課題については、適宜、Oh-o! Meijiにより、関連資料を付し
て、全体講評を行います。

成績評価の方法
レポート課題（60%）、リアクションペーパー（30%）、授業への参
加状況（10％）

その他
2021年度以前入学者については、文化人類学Aも合わせて履修する
こと。両科目修得をもって、4単位を付与する。
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科目ナンバー：（PE）PSY191J

現代心理学
2単位

1・2年次

准教授 荒 木 淳 子

授業の概要・到達目標
心理学は、私たちの心のはたらきや行動の仕組みを明らかにしよう
とするものであり、性格や対人関係、集団行動、学習や仕事に対す
る意欲など、私たちの日常の生活や行動に密接にかかわる学問で
す。授業では心理学の理論・考え方を紹介しながら、私たちの生活
と関わりの深い事象について考えていきます。
到達目標は（1）心理学の諸概念を理解し自分の言葉で説明できる
こと、（2）心理学の諸概念を用いてこれからの自分の生活や社会
について考え、展望できるようになることです。

授業内容
第1回目 aのみ：イントロダクション
第2回目 性格と何か
第3回目 発達心理学（1）発達とは何か
第4回目 発達心理学（2）乳幼児期・児童期
第5回目 発達心理学（3）青年期以降
第6回目 学習の心理学（1）学習スタイル
第7回目 学習の心理学（2）感情と動機づけ
第8回目 学習の心理学（3）非認知的スキル
第9回目 対人の心理学（1）コミュニケーション
第10回目 対人の心理学（2）対人スキル
第11回目 集団の心理学（1）群集心理
第12回目 集団の心理学（2）リーダーシップ
第13回目 職場の心理学（1）キャリア形成
第14回目 職場の心理学（2）活き活きと働くために

履修の注意点
私語は固く禁じます。授業への積極的な参加を期待します。なお、
授業の順番は、受講生の理解度に応じて前後することもあります。
毎回授業後に小テストとリアクションペーパーを提出して頂きま
す。小テスト・リアクションペーパーはOh-o! Meijiを通じて期日ま
でに提出して下さい。

準備学習の内容
授業後に参考文献を複数提示するので、興味のあるものを精読して
ください。

教科書
使用しない

参考書
『改訂版心理学・入門』サトウタツヤ、渡邊芳之（有斐閣）2019年
『新版心理学』無藤隆ほか（有斐閣）2004年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度（20％）、小テスト（40％）、期末試験（40％）

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）PSY191J

現代心理学
2単位

1・2年次

兼任講師 羽 岡 邦 男

授業の概要・到達目標
〈授業の概要〉

心理学は「行動の科学」とも呼ばれています。私たちの日常行動の全てが、心理学の研
究対象といっても過言ではないでしょう。本講義では多岐にわたる人間行動の中から、私
たちと特に関わりが深い項目、すなわち「性格の形成や変容」、「対人関係の構築」、そし
て「集団行動」を柱に、それぞれに対する基本的な理論や考え方を解説します。また、抽
象的な説明に終始するのではなく、より具体的な説明（事例）を織り交ぜながら、それぞ
れの特徴、問題点、今後の課題などを考えていきます。

〈授業の到達目標〉
下記の授業スケジュールに沿って、現代社会を生きる私たちが日常経験し、また将来経

験・遭遇するであろう様々な「行動」や「現象」に関して、その具体的な仕組みを理解す
ることを到達目標の1つとします。

もう1つの到達目標は、本講義を通じて「自分自身の成長を促すこと」です。すなわ
ち、学生から社会人に向けて歩みを進めている皆さんにとって、「性格」、「発達・キャリ
ア」、「対人」といったテーマから自分の人生を振り返ること、自分自身を知ること、自分
の世界・活動範囲を広げること、自分の生き方に対して何らかの方向性を定めること…等
は、自分自身の成長を促す上で重要な課題といえましょう。このような「課題」に対し
て、本講義は様々なヒントを与えるものと考えています。

以上の2点を到達目標とします。

授業内容
第1回 aのみ：イントロダクション (人生と心理学、日々の暮らしと心理学)
第2回 性格（1）：性格に関する俗説と誤解 (あなたは、いわゆる「性格診断」を信じ

ますか?)
第3回 性格（2）：性格はどのようにして形成されるのか? (性格形成の基本的なメカニ

ズム)
第4回 性格（3）：性格は変えられるか? 多面性格と多重人格 (違いを正しく説明出来

ますか?)
第5回 発 達：発達段階と発達課題、青年後期の発達課題とは?
第6回 キャリア：キャリアとは何か? いつから取り組むのか?
第7回 対人（1）：私たちは相手の何を知ろうとしているのか? (社会的欲求、社会的認

知、原因帰属)
第8回 対人（2）：態度とは? 説得とは? 説得の手法
第9回 対人（3）：対人魅力とは何か?
第10回 対人（4）：対人コミュニケーションの基本 (相手に何を伝えようとしているの

か?)
第11回 集団（1）：集団の概念、集団規範、同調と服従
第12回 集団（2）：リーダーとリーダーシップ
第13回 集合現象：群衆と群集、群集心理とは? 流言とデマ、パニック、情報パニック、

正常性バイアスとは?
第14回 ストレスとメンタルヘルス：ストレスの概念、「思考のクセ」とメンタルヘルス

の関係とは?
※講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
まず、このシラバスの内容をよく読んだ上で、履修するか否かを考えてください。その

上で履修・受講される皆さんには、講義に対して積極的に「参加」する姿勢を求めます。
この「参加」とは上記の各テーマに対して、「自分の場合はどうだろうか」あるいは「こ
の場合、自分ならどのように対処するだろうか」といった「問題意識」を常に持ちながら
受講することを指します。この「問題意識」が無いと、抽象的な概念だけをただ詰め込む
ような「ワクワクしない」「つまらない」受講になってしまい、冒頭で述べた「自分自身
の成長」が期待できないからです。

従って、シラバスを熟読し、「この講義は自分にとって、どのような意味を持つのか」
を一人ひとりがしっかりと考えた上で、履修についての判断をしてください。

準備学習の内容
毎回、講義の終わりに簡単なアンケート調査を実施します。これは次回の講義内容に関

するものであり、調査結果を次回の講義に反映させますので必ず回答してください。この
際に次回講義に関する「要点」を示しますので、参考書や文献、最近の報道(ニュース)な
どを用いて準備学習を確実に行ってください。

あわせて、毎回の講義内容については、レジュメを用いて復習を怠らないようにしてく
ださい。これは例えば「性格」で紹介した内容や理論が、後の「対人」や「集団」で再び
登場することがあるからです。そのため、復習が十分でないと、関係性がわからない(曖
昧な)まま受講し続けるといった不具合が生じてしまいます。また、理解を確実にするた
めにも、不明な箇所は遠慮なく質問してください。

さらに、履修・受講を希望する人は、1970年以降の日本の文化や流行(の変遷)、事件・
出来事や世相などを大まかに把握しておいてください。講義で説明する諸理論の「実例」
や「背景」を紹介する際に、理解の助けとなるはずです。

教科書
特に定めません。毎回、講義の要旨（レジュメ）を配布します。なお、配布されたレ

ジュメは当該講義以外の回(章)でも使うことがありますので、毎回持参するようにしてく
ださい。

参考書
『心理学・入門─心理学はこんなに面白い 改訂版』 サトウタツヤ、渡邊芳之（有斐閣）
2019年
『人間とコミュニケーション』 原岡一馬編著（ナカニシヤ出版）1990年
『対人関係の社会心理学』 長田雅喜編著（福村出版）1996年
『「承認欲求」の呪縛』 太田肇（新潮社）2019年

課題に対するフィードバックの方法
レポートフォームにて、個別に解説します。

成績評価の方法
授業への参加度（アンケートへの回答を含む）20%、レポート課題30%、期末試験50%

で評価します。

その他
講義の進み具合によっては、簡単な個人実習（性格検査等）を行う予定です。
連絡事項、補足説明、質問への回答などでクラスウェブを使用します。こまめに確認し

てください。
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科目ナンバー：（PE）PSY191J

心理学概論
2単位

1・2年次

講師 樋 口 収

授業の概要・到達目標
人の心は、他者や周囲の環境にうまく対応するための重要な働き

を担っている。本講義ではそうした人の心の働きについて解説す
る。

到達目標は（1）心理学の専門用語を理解すること、（2）心理
学の研究データを理解できるようになること、（3）その用語を用
いて人の心の働きについて説明できるようになること、である。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 心の進化
第3回目 対人関係①: 短期配偶
第4回目 対人関係②: 長期配偶
第5回目 子育て
第6回目 心理学実験の体験①
第7回目 所属欲求
第8回目 同調と服従
第9回目 利他行動
第10回目 心理学実験の体験②
第11回目 心理学研究の最前線: 身体性認知
第12回目 文化①
第13回目 文化②
第14回目 まとめ

履修の注意点
講義中の私語は厳禁である。また初回の講義に課外学習などについ
ても説明をするので必ず参加すること。どうしても出席できない場
合には「事前」に樋口まで「理由を含めて」連絡をすること

（email: ohgc29[at]meiji.ac.jp: [at]は@にする）。授業の順番は、受講
生の理解度に応じて前後することもある。
なお、春学期は2年生、秋学期は1年生が対象となっているので、
履修をする際には注意すること。

準備学習の内容
各回の最後に参考文献を複数提示するので、興味のあるものを精

読すること。

教科書
使用しない。

参考書
『心理学』無藤隆他（有斐閣）2004年
『心理学ビジュアル百科』越智啓太編2016年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度（20%）、期末試験（80%）

その他
この講義では、講義内あるいは講義外で心理学の実験を実施する

予定である。参加は任意であるが、良い経験になるので、興味を
もって参加して欲しい。
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科目ナンバー：（PE）ARS191J

文化論概論
4単位

1・2年次

教授 山 岸 智 子

授業の概要・到達目標
「私たち」という枠組みは、世代間の価値観の違い、異なる民族への違和感、衣食住や家族の在り方にかかわる日常生活で”当然”視されること、などを通

して意識される。そしてその枠組みの指標となるものは、しばしば「文化」とよばれる。文化は人々の生活様式や価値体系を作り、規定し、再生産すること
で、人々にきずなや社会性を持つことを可能にする、と考えられる。そのため、人々のきずなや社会性なしには成立しない政治・経済を考えるに際しても、
文化を無視することはできない、といえるだろう。

昨今のアメリカやイギリスでは、かつてのようなイデオロギー対立や階級間闘争ではなく、「文化戦争Culture War」が亀裂を表す用語となっていることも
しばしばである。そのような状況を意識しつつ、この授業の前半部では、文化研究（カルチュラル・スタディーズ）で分析概念として使われるターム（用
語）や概念を整理しつつ紹介する。後半では、文化論として社会科学に関連する論考をとりあげて説明し、授業の前半部で紹介したタームがどのように分析
概念として使われているかを例示し、自分たちの「近代」的な世界観や生活様式の存立構造を考察する。

抽象的な概念と具体的な事柄を自分の頭のなかで結びつけるレッスンをすること、そして、「自分」のアイデンティティがどのような文化装置によって成
立しているのか、そしてそれがどのような社会を構築することが期待されているのかを考える力を養うことが、この授業の目標である。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 アイデンティティ、ヘゲモニー(覇権)
第3回 民族（エスニシティとネーション）
第4回 人種
第5回 文化資本
第6回 オリエンタリズム
第7回 構築主義と本質主義
第8回 ジェンダー
第9回 グローバル化
第10回 ポップカルチャー
第11回 多文化主義
第12回 ナラティブ
第13回 前半の復習
第14回 『想像の共同体』から 近代以前の政治社会構造と世界観について
第15回 『想像の共同体』から メディアと資本、南北アメリカにおけるネーション出現
第16回 『想像の共同体』から 民族固有の言語と文化、という考え方、18～19世紀ヨーロッパ
第17回 『想像の共同体』から 公定ナショナリズム
第18回 『想像の共同体』から 新興国家のナショナリズム
第19回 『想像の共同体』から 人種主義と愛国、記憶の問題、全体のまとめ
第20回 『創られた伝統』 (序章)定義と概観
第21回 『創られた伝統』（最終章）ヨーロッパ19世紀末から20世紀の伝統の大量生産
第22回 『創られた伝統』から スポーツと「伝統」
第23回 オリエンタリズムの日本的再生産
第24回 日本人と多文化主義
第25回 日本の移民政策
第26回 消費文化
第27回 グローバル化と文化
第28回 全体のまとめ

履修の注意点
この授業は週に2回授業を行い、一学期で4単位の科目なので、時間割によく注意すること。
わかりやすく説明するためにできるだけ努力するが、抽象的な概念や理屈が授業の主たる内容となっているため、履修者が授業内容を自分のものにする努力
に期待するところが大きい。
高校の世界史の内容が頭に入っている方がのぞましい。

準備学習の内容
予習よりも、Oh-o! Meijiにアップロードする授業内容の概要や、リアクションペーパーを通して各自で復習し得た知識を整理することが重要である。

教科書
特になし

参考書
アンダーソン『想像の共同体』
ホブズボーム編『創られた伝統』
テッサ・モーリス＝スズキ『日本人とマルチカルチュラリズム』
姜尚中『オリエンタリズムの彼方へ』
ほか

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
期末の試験(場合によってはレポート）60％、授業への積極的な参加とリアクション40％

その他

─ 33 ─



科目ナンバー：（PE）EDU131J

異文化理解とコミュニケーション
2単位

1・2年次

教授 海 野 素 央

授業の概要・到達目標
異文化間コミュニケーションにおいて、スムーズな関係を構築し、維持

するためには、文化的背景の異なる相手の価値観、信念、思考様式を理解
し、自分の意見を主張でき、自文化を相手に理解させ、その上で相手と共
生していくための接点を見出すことが重要である。

本講義では、基礎的な理論及び概念を紹介し、そうした理論に基づい
て、学生諸君に、円滑な異文化間コミュニケーションを促進していくため
のスキルを習得させることにねらいを定めている。すなわち、それらは異
文化環境において文化的認知度を高め、適切な行動をとることができるよ
うなスキルである。そうしたプロセスを通じて、学生諸君の異文化理解を
深めることが、本講義の最終目的である。

授業内容
異文化間コミュニケーションの基礎知識と実践を2本の柱とした構成と

する。
理論面では、E・ホール、M・ベネット、J・ベネット、W・グディカ

ンスト、P・ペダーソン等の基礎理論の講義に続いて、講師が展開してい
る異文化対応型リーダーシップに焦点を当てる。一方、実践面では、事例
やシミュレーション（模擬体験）等を取り入れながら、異文化間コミュニ
ケーション力を向上させたいと考えている。

尚、本講義では、2008年、12年、16年及び20年米大統領選挙において、
オバマ、クリントン及びバイデン陣営に参加した経験に基づいて、オバ
マ・トランプ元大統領とバイデン大統領のリーダーシップ並びにコミュニ
ケーションスタイルについても講ずる予定である。

本講義では、以下の内容を考えている。
第1回 イントロダクション
第2回 自文化中心主義と文化相対主義Ⅰ
第3回 自文化中心主義と文化相対主義Ⅱ
第4回 ステレオタイプ・偏見・人種差別Ⅰ
第5回 ステレオタイプ・偏見・人種差別Ⅱ
第6回 事例研究
第7回 言語・非言語コミュニケーションⅠ
第8回 言語・非言語コミュニケーションⅡ
第9回 事例研究
第10回 カルチャーショックと異文化適応
第11回 異文化対応型リーダーシップ
第12回 オバマ陣営とクリントン陣営の戸別訪問
第13回 バイデン米大統領とトランプ前大統領のリーダーシップスタイル

とコミュニケーションスタイル
第14回 講義全体のふりかえり

また、講師による一方的な講義を避け、講師と受講者との双方向的コ
ミュニケーションを図りたい。

履修の注意点
社会心理学、文化人類学、社会学、経営学、コミュニケーション論、比較
文化論、政治学（外交交渉論）等の関連科目を履修することが望ましい。

準備学習の内容
次回の授業内容に関して参考書等で調べておくこと。異文化間コミュニ
ケーション論で扱う理論や概念を復習すること。

教科書
特に定めない

参考書
海野素央（2013）『オバマ再選の内幕－オバマ陣営を支えた日本人が語る
選挙戦略』（同友館）
海野素央（2002）『異文化ビジネスハンドブック－事例と対処法』（学文
社）
ウイリアム・B・グディカンスト ICC研究会訳（1993）『異文化に橋を架
ける』（聖文社）
L・A・サモーバー 西田司訳（1983）『異文化間コミュニケーション入
門ー国際人養成のために』（聖文社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
「期末試験 」「授業への貢献度」

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）EDU131J

異文化摩擦とコミュニケーション
2単位

1・2年次

教授 海 野 素 央

授業の概要・到達目標
それぞれの文化には、文化的価値観、即ち、重視される価値観が存在す

る。文化的背景の異なる人の価値観を理解することは、効果的な異文化間
コミュニケーションには不可欠である。というのも異なった価値観は、両
者の間にコンフリクト（衝突）を生じさせる可能性を高めるからである。

本講義では、文化的価値観とコンフリクトに焦点を当て、異文化環境に
おけるコンフリクトの対処能力の向上を目指す。将来、海外勤務及び留学
を望む学生諸君はもちろんのこと、国内においても文化的背景の相違する
人とのコラボレーション（協働）を考えている学生諸君には、是非とも履
修して頂きたい。

授業内容
基本的には、「異文化理解とコミュニケーション」と同様、基礎理論と

実践の2本の柱とした構成とする。
理論面では、G・ホフステッド、C・ハンプデンターナー、F・トロン

ペナルス、E・ランガー、I・ジャニス等の基礎理論の講義を行う。一方、
実践面では、事例や測定ツールを取り入れながら、異文化間コミュニケー
ション力を向上させたいと考えている。学生諸君は、文化的価値観及びコ
ンフリクトの対処法を測定するツールを用いて、自分自身の価値観やコン
フリクトの対処法を測定する機会を得る。講師は、その測定結果を分析し
コメントをする。さらに、トヨタ公聴会並びに東京電力福島第一原発事故
におけるコミュニケーションとリーダーシップの問題を事例として取りあ
げる。

本講義では、以下の内容を考えている。
第1回 イントロダクション
第2回 文化的価値観とコミュニケーションI
第3回 文化的価値観とコミュニケーションII
第4回 文化的価値観の測定
第5回 事例研究
第6回 異文化コンフリクトの対処法
第7回 集団思考の罠と多様性
第8回 マインドフルとマインドレス
第9回 効果的な通訳の使い方
第10回 トヨタ公聴会と異文化コミュニケーションI
第11回 トヨタ公聴会と異文化コミュニケーションII
第12回 東京電力福島第一原発事故とリーダーシップI
第13回 東京電力福島第一原発事故とリーダーシップII
第14回 講義全体のふりかえり

また、講師による一方的な講義をさけ、講師と受講者との双方向的コ
ミュニケーションを図りたい。

履修の注意点
社会心理学、文化人類学、社会学、経営学、コミュニケーション論、比

較文化論、政治学（外交交渉論）等の関連科目を履修することが望まし
い。

準備学習の内容
次回の授業内容に関して参考書等で調べておくこと。異文化間コミュニ
ケーション論で扱う理論並びに概念について復習すること。

教科書
特に定めない

参考書
海野素央（2011）『リスクと回復力－東京電力福島第一原発事故から学ぶ
リーダーシップ』（同友館）
海野素央（2011）『トヨタ公聴会から学ぶ異文化コミュニケーション』（同
友館）
海野素央（2002）『異文化ビジネスハンドブック－事例と対処法』（学文
社）
G・ホフステード（1995）岩井紀子 岩井八郎訳 『多文化世界』（有斐
閣）
W.B.グディカンスト（1993）ICC研究会訳 『異文化に橋を架ける－効果
的なコミュニケーション』（聖文社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
「期末試験」「授業への貢献度」

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）ARS161J

国際地域研究基礎論
2単位

1・2年次

教授 前 田 更 子

授業の概要・到達目標
【授業のテーマ】
近現代フランス史－共和国と多様な社会

【授業の概要】
18世紀末から20世紀のフランスを対象に、国民国家の構築と変容の過
程、および現実の社会の多様性や差別構造について宗教、ジェンダー、
植民地の問題を軸に考えていきたい。

【授業の到達目標】
「自由・平等・博愛の共和国」「一にして不可分の共和国」。フランス革
命期に登場し、現在でも政治家や知識人たちが繰り返し強調するこれら
の共和国の原理は、フランス型国民国家のあり方を理解する上で不可欠
な要素である。国民の4人に1人が外国からの移民にルーツがあるとさ
れるフランスにおいて、多様な文化や宗教、言語をもつ人々が共に生き
るにはどうしたらいいのだろうか。授業を通して、受講生はフランス史
に関する基礎知識を習得すると同時に、近代国家の形成過程の具体例を
学びながら、こうした問題を考察する歴史的視座を獲得することができ
るだろう。

授業内容
第1回 イントロダクション─近世フランスの国家と統治構造
第2回 フランス革命とナポレオンの時代（1）革命の解釈をめぐって
第3回 フランス革命とナポレオンの時代（2）人権宣言と女性
第4回 フランス革命とナポレオンの時代（3）植民地と奴隷制
第5回 フランス革命とナポレオンの時代（4）ナポレオン帝国
第6回 19世紀のさまざまなフランス（1）復古王政と七月王政を中心

に
第7回 19世紀のさまざまなフランス（2）奴隷制廃止とアルジェリア

征服
第8回 19世紀のさまざまなフランス（3）ナポレオン三世と第二帝政
第9回 国民国家の構築と変容（1）国民統合と公教育
第10回 国民国家の構築と変容（2）フェミニズム運動を中心に
第11回 国民国家の構築と変容（3）移民と外国人
第12回 現代フランスの諸問題（1）記憶と歴史家─第二次世界大戦を

めぐって
第13回 現代フランスの諸問題（2）ライシテ
第14回 総括

履修の注意点

準備学習の内容
毎回紹介する関係文献を参考にして授業内容を復習し、学習を深めるこ
と。

教科書
平野千果子編『新しく学ぶフランス史』ミネルヴァ書房、2019年（定価
2800円+税）

参考書
授業ごとに各回に関連する主要参考文献一覧を提示するが、フランス史
の通史を学ぶ基本書としては、指定教科書の他に以下のようなものがあ
る。
・柴田三千雄・樺山紘一・福井憲彦編『世界歴史大系 フランス史 第
1～3巻』（山川出版社、1996年）
・谷川稔・渡辺和行編『近代フランスの歴史─国民国家形成の彼方に』

（ミネルヴァ書房、2006年）
・上垣豊編『はじめて学ぶフランスの歴史と文化』（ミネルヴァ書房、
2020年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業のリアクションペーパー［40％］および学期末のレポート［60％］
から総合的に評価する。
リアクションペーパーについては講義の内容を正確に理解し、自らの疑
問や問題意識に結び付けて考察できているかを評価の基準とする。

その他

科目ナンバー：（PE）ARS161J

国際地域研究基礎論
2単位

1・2年次

講師 永 江 敦

授業の概要・到達目標
本講では、「戦争」について考えてみたい。

戦争は、人類史上、約1万年ほど前から始まったと見られているが、逆に言えば、
それ以前は戦争はなかったことになる。

ところが、この1万年間、人類は、絶えず戦争に明け暮れていたと言っても過言
ではない。

どうして、人類は戦争という愚かな行為をやめることができないのであろうか。
当然のことながら、戦争とは、単なる概念ではなく、実際に、人が人を殺し、人
権を犯し、村を焼き、インフラを破壊し、環境を汚染することである。

平時では決して許されないこうした集団的殺戮や破壊行為が、戦争では、どうし
て簡単に是認されるのであろうか。

あるいは、戦争は、始めるのは容易でも、やめるのは難しいのはどうしてなので
あろうか。

そうしたことを、主として、近代ヨーロッパの歴史文化という「俎板（まない
た）」の上に、いくつかの映画作品を置いて考えてみよう。

授業時間帯に映画全編を観ることはほぼ不可能なので、あらかじめ、大学のビデ
オライブラリーやネットレンタルで作品を観ておくこと。

授業内容
1．講義概要

2．『日本のいちばん長い日』（1967年・岡本喜八監督）

3．『西部戦線異状なし』（1930年・米・ルイス・マイルストン監督）

4．『ひまわり』（1970年・伊ソ仏米・ヴィットリオ・デ・シーカ監督）

5．『戦争のはらわた』（1977年・英/西独・サム・ペキンパー監督）

6．『僕の村は戦場だった』（1962年・ソ連・アンドレイ・タルコフスキー監督）

7．『追想』（1975年・仏/西独・ロベール・アンリコ監督）

8．『戦場のピアニスト』（2002年・英独仏・ロマン・ポランスキー監督）

9．『戦場の小さな天使たち』（1987年・英・ジョン・ブアマン監督）

10．『太平洋の地獄』（1968年・米・ジョン・ブアマン監督）

11．『夜と霧』（1956年・仏・ルネ・クレマン監督）

12．『ライフ・イズ・ビューティフル』（1997年・伊・ロベルト・ベニーニ監督）

13．『スパルタカス』（1960年・米・スタンリー・キューブリック監督）

14．まとめ

履修の注意点
学期中に数本のレポートを課するので、必ず、提出のこと。
試験はなし。

準備学習の内容
講義内で映画作品を見るが、度々静止して、詳しい解説をするつもりだが、時間
が限られているので、あらかじめ、作品等を見てくることを課することあり。
できるだけ、無料で見られる方法を提示するが、各自ネットレンタルを利用して
見ておくこと。

教科書
オーメイジで、適宜、資料を示す。

参考書
オーメイジで、適宜、資料を示す。

レマルク『西部戦線異状なし』
https://www.shinchosha.co.jp/book/212501/

参考文献：『黒澤明が選んだ100本の映画』（文春新書）

課題に対するフィードバックの方法
オーメイジの機能を利用する。

成績評価の方法
3～4本のレポートを課する。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）ARS161J

国際地域研究基礎論
2単位

1・2年次

教授 山 岸 智 子

授業の概要・到達目標
こ の 授 業 は、衣 食 住 か ら ア プ ロ ー チ す る 中 東 北 ア フ リ カ

（MENA）、として中東地域研究の入門を企図している。
遠い地域、危ないところ、というイメージに終始しがちな中東北ア
フリカを、人々が日常生活を送る場として、豊かな文化と歴史を誇
る地域として認識した上で、現況を理解するための基礎を築くこと
が、この授業の目標である。
主としてニュースにとりあげられるショッキングな事件の背後に、
どのような日常生活があるのか、その日常生活がどのようにして危
機に瀕したり、近代化・都市化・グローバル化とされる諸事象とか
かわりをもっているのかを授業を受けながら考えてほしい。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 古代文明と小麦生産
第3回 イスラーム世界の健康観と食
第4回 レバノンの美食
第5回 北アフリカ系移民の家庭料理～映画『クスクス粒の秘密』

から
第6回 核家族とおもてなしの悩み～映画『イラン式料理本』から
第7回 料理好きの少年の葛藤とイスラエル・パレスティナ問題～

映画『エイブのキッチンストーリー』から
第8回 ハラール製品とその市場
第9回 古代都市と近代都市の家事情
第10回 パティオ（中庭）の起源
第11回 ヒジャーブ（ベール）をめぐる論争
第12回 日本産サンダルの市場として
第13回 全体の総括

履修の注意点
世界史の基礎知識があることがのぞましい。
諸事情に応じてシラバスの内容に変更を加えることがある。

準備学習の内容
Oh-o Meijiにアップロードする資料と、リアクションペーパーの記
述を通して、復習を行うことが重視される。

教科書
特になし

参考書
授業中に紹介する

課題に対するフィードバックの方法
履修生全体にとって重要と思われる質問への返答や、リアクション
ペーパーの大まかな傾向の説明を、各授業において行う。

成績評価の方法
授業への貢献度60％、期末試験（場合によってはレポート）40％

その他

科目ナンバー：（PE）MAT151J

基礎数学
2単位

1・2年次

講師 遠 藤 直 樹

授業の概要・到達目標
現代数学は「集合」と「写像」の概念を基礎として数学的な世界

が構築される。本講義では、このような数学の言葉を学ぶ。
写像や同値関係の意味を正しく理解し、基本的な性質を自身の言

葉で説明できるようになることが目標である。

授業内容
第1回 集合とその記法
第2回 集合の演算
第3回 論理と命題
第4回 全称記号と存在記号
第5回 積み木とε-δ論法
第6回 写像の定義
第7回 写像の基本的性質
第8回 単射、全射、全単射
第9回 部分集合の像と逆像
第10回 阿弥陀籤
第11回 逆写像
第12回 同値関係と類別
第13回 商集合と完全代表系
第14回 Fermatの小定理

履修の注意点
本科目は関連する他の数学科目の基盤となる内容を扱う。

準備学習の内容
数学は積み重ねの学問であるので、毎回の講義の後には必ず復習を
すること。

教科書
特に定めない。

参考書
藤岡敦著『手を動かしてまなぶ集合と位相』裳華房

課題に対するフィードバックの方法
演習課題の解答例を公開する。演習課題を含めた個別の質問に対し
ては演習の時間に対応する。

成績評価の方法
期末試験70%、演習・レポート30%で評価する。
合計が満点の60%以上を単位修得の条件とする。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）MAT191J

数学概論
2単位

1・2年次

講師 遠 藤 直 樹

授業の概要・到達目標
本講義では、微分積分学の基礎、特に1変数関数の積分法とその

応用に関する事項を学ぶ。
不定積分や定積分などの概念を正しく理解し、積分法に関する基

本的な計算ができるようになることが目標である。

授業内容
第1回 不定積分と原始関数
第2回 初等関数の不定積分
第3回 置換積分
第4回 部分積分
第5回 有理関数の不定積分
第6回 部分分数分解
第7回 有理関数の不定積分の応用
第8回 定積分
第9回 微積分学の基本定理
第10回 定積分と不等式
第11回 Schwarzの不等式
第12回 広義積分
第13回 広義積分の収束と発散
第14回 Taylor展開の剰余項

履修の注意点
解析学Ⅰも合わせて履修することが望ましい。1変数関数の微分法
は解析学Ⅰで扱う。

準備学習の内容
数学は積み重ねの学問であるので、毎回の講義の後には必ず復習を
すること。

教科書
特に定めない。

参考書
長岡亮介、渡辺浩、矢崎成俊、宮部賢志著『新しい微積分〈上〉』
講談社

課題に対するフィードバックの方法
演習課題の解答例を公開する。演習課題を含めた個別の質問に対し
ては演習の時間に対応する。

成績評価の方法
期末試験70%、演習・レポート30%で評価する。
合計が満点の60%以上を単位修得の条件とする。

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）MAT111J

線形代数学Ⅰ
2単位

1・2年次

兼任講師（理） 内 田 俊 郎

授業の概要・到達目標
[授業の概要]

数を縦横にいくつか並べたものを行列という。行列とその演算は
より高度な数学の基礎であるだけでなく、多くの応用がある。この
授業では実数を成分とする行列とその演算を連立1次方程式への応
用を中心に学ぶ。

［到達目標]
行列の基本的な演算を普通の数の四則演算と同じくらいに使いこな
せるようになる。
行列を用いて連立1次方程式を解くことができる。

授業内容
1．この授業で学ぶことの紹介。 ベクトルとその演算の復習
2．行列の導入
3．行列の基本的な演算
4．行列の積と零因子
5．行列の分割
6．連立1次方程式と行列、掃き出し法
7．行列の基本変形1
8．行列の基本変形2、小テスト
9．基本変形と基本行列
10．連立方程式に解が存在する条件
11．行列の階数
12．基本変形による連立1次方程式の解法
13．基本変形による逆行列の求め方
14．いくつかの補足

履修の注意点
高校での行列の学習は前提としないが、義務教育で学んだ数学は当
然、前提とする。
経済学で用いる数学を理解するためには、解析学の知識も必要であ
る.。線形代数学と合わせて解析学も履修してほしい。

準備学習の内容
授業に先立って、あらかじめ教科書の対応箇所を読んでおく。
数学の理解にはそれなりの数の問題を解くことが不可欠である。少
なくとも配布する練習問題は解くようしてください。

教科書
森山洋一 著 『線形代数入門』 ムイスリ出版

参考書
水本久夫 『線形代数の基礎』 培風館
藤岡敦 『手を動かしてまなぶ線形代数』 裳華房
その他、授業の中で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
小テスト後、解法の解説を行う。

成績評価の方法
定期試験：90％、小テスト：10％

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）MAT111J

線形代数学Ⅰ
2単位

1・2年次

講師 遠 藤 直 樹

授業の概要・到達目標
線形代数学は、連立方程式を解く技法のことである。現在では、

数学や物理学、化学、生物学といった自然科学分野に限らず、社会
科学分野においても現れる汎用性の高い数学である。本講義では、
行列の定義から始め、行列を用いた連立方程式の解法を学ぶ。

行列と行列の基本変形、行列の階数などの概念を正しく理解し、
連立方程式の解を求める計算に習熟することが目標である。

授業内容
第1回 平面内の一次変換と行列
第2回 行列の定義、行列の和とスカラー倍
第3回 行列の積、行列の零因子
第4回 行列のブロック分割
第5回 行列の基本変形
第6回 基本行列
第7回 行列の階数
第8回 正則行列
第9回 逆行列
第10回 掃き出し法
第11回 斉次連立一次方程式の解法
第12回 斉次連立一次方程式の解法
第13回 非斉次連立一次方程式の解法
第14回 非斉次連立一次方程式の解法

履修の注意点
基礎数学も合わせて履修することが望ましい。

準備学習の内容
数学は積み重ねの学問であるので、毎回の講義の後には必ず復習を
すること。

教科書
特に定めない。

参考書
長岡亮介著『長岡亮介 線型代数入門講義』東京図書

課題に対するフィードバックの方法
演習課題の解答例を公開する。演習課題を含めた個別の質問に対し
ては演習の時間に対応する。

成績評価の方法
期末試験70%、演習・レポート30%で評価する。
合計が満点の60%以上を単位修得の条件とする。

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）MAT111J

線形代数学Ⅱ
2単位

1・2年次

兼任講師（理） 内 田 俊 郎

授業の概要・到達目標
線形代数は自然科学・社会科学の様々な分野において道具として

用いられている。この授業では線形代数学の基礎のうち、行列式お
よびベクトル空間について学ぶ。行列式の基本的な計算ができるよ
うになること、ベクトル空間の基本的な概念（特に1次独立、1次
従属など）を理解して使えるようになることを目標とする。

授業内容
1． 線形代数学IIの概観。線形代数学Iの復習
2．2次の行列式
3．3次の行列式
4．2次、3次の行列式の幾何学的な意味
5． 一般の次数の行列式の導入の準備
6． 一般の次数の行列式の定義
7． 行列式の性質と計算
8． 行列式の性質と計算の続き
9． 余因子展開、余因子と逆行列
10． クラメルの公式、小テスト
11． ベクトル空間とベクトルの1次結合
12． 部分空間
13．ベクトルの1次独立・1次従属
14． 基底と次元

履修の注意点
線形代数学Iを履修済みであるか、それと同等以上の線形代数の知
識があることが望ましい。

準備学習の内容
あらかじめ教科書の対応箇所を読んでおく。
数学の理解には問題を解いてみることが必要である。
少なくとも配布する練習問題は解いてみること。

教科書
森山洋一 著 『線形代数入門』 ムイスリ出版

参考書
水本久夫 『線形代数の基礎』培風館
藤岡敦 『手を動かしてまなぶ線形代数』裳華房
その他 授業の中で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
小テスト解説は実施後の授業時間内に行う。

成績評価の方法
定期試験：90％、小テスト：10％

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）MAT111J

線形代数学Ⅱ
2単位

1・2年次

講師 遠 藤 直 樹

授業の概要・到達目標
線形代数学Ⅰにおいて、行列の基本的性質と連立方程式の解法を

学んだ。本講義では、日本古来の阿弥陀籤をモデルに置換の理論を
展開し、行列式の理論へと進む。

行列式とその基盤となる置換の概念を理解し、行列式を求める計
算に習熟することが目標である。

授業内容
第1回 線形代数学Ⅰの復習
第2回2次と3次の行列式
第3回 置換と順列
第4回 置換の基本的性質
第5回 阿弥陀籤
第6回 一般の次数の行列式
第7回 行列式の基本的性質
第8回 余因子
第9回 余因子展開
第10回 余因子行列と逆行列
第11回 Cramerの公式
第12回 行列式の幾何学的意味
第13回 Heronの公式
第14回 ベクトルの外積

履修の注意点
線形代数学Ⅰの内容を理解しておくこと。

準備学習の内容
数学は積み重ねの学問であるので、毎回の講義の後には必ず復習を
すること。

教科書
特に定めない。

参考書
長岡亮介著『長岡亮介 線型代数入門講義』東京図書

課題に対するフィードバックの方法
演習課題の解答例を公開する。演習課題を含めた個別の質問に対し
ては演習の時間に対応する。

成績評価の方法
期末試験70%、演習・レポート30%で評価する。
合計が満点の60%以上を単位修得の条件とする。

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）MAT131J

解析学Ⅰ
2単位

1・2年次

兼任講師（理） 内 田 俊 郎

授業の概要・到達目標
この授業では1変数関数の微分法について学ぶ。講義とともに演

習を行う。微分法の概念を理解し、合成関数の微分法などの1変数
の微分法に関する基本的な計算ができるようになること、その応用
として極値問題が解けるようになることを目標とする。

授業内容
1．解析学Iの内容の概観、集合・関数などの基礎概念の確認
2．関数の極限
3．関数の連続性
4．いくつかの連続関数。三角関数と指数関数、対数関数
5．微分係数と導関数の定義
6．微分法の公式
7．初等関数の導関数
8．高階導関数
9．小テスト
10．平均値の定理
11．不定形の極限
12．テイラーの定理
13．関数の増減、極大・極小
14．グラフの凹凸

履修の注意点
高校での微分の学習は前提としない。
経済学で用いる数学を理解するためには、線形代数学も履修するこ
とが望ましい。

準備学習の内容
予習 教科書の対応箇所を読んでくる。
復習 解析学の理解には演習が不可欠である。教科書に載っている
問題や配布した問題を解いてください。

教科書
水本 久夫 『微分積分学の基礎 改訂版』 培風館

参考書
微分積分学の教科書・参考書はたくさんあるので自分にあうものを
探して下さい。

経済系の学生向けに書かれた解析学の教科書としては例えば、以下
のものがある。
小宮英敏 著 「入門 経済学のための微分・積分 高校数学から経
済数学へ」 東洋経済新報社
西原健二他 著 「経済系のための微分積分」 共立出版

課題に対するフィードバックの方法
小テストの解説は授業の中で行う。

成績評価の方法
定期試験：90％
小テスト：10％

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）MAT131J

解析学Ⅰ
2単位

1・2年次

講師 遠 藤 直 樹

授業の概要・到達目標
本講義では、微分積分学の基礎、特に1変数関数の微分法とその

応用に関する事項を学ぶ。
関数の連続性及び微分可能性などの概念を正しく理解し、微分法

に関する基本的な計算ができるようになること、またその応用とし
てTaylor展開が求められるようになることが目標である。

授業内容
第1回 数列と関数の極限
第2回 関数の連続性と中間値の定理
第3回 関数の微分可能性
第4回 初等関数の導関数
第5回 微分の基本的性質
第6回 平均値の定理
第7回 Rolleの定理
第8回 逆三角関数
第9回 双曲線関数
第10回 関数と多項式
第11回 Taylor展開
第12回 Eulerの公式
第13回 無限小の位数
第14回 Taylorの定理

履修の注意点
数学概論も合わせて履修することが望ましい。1変数関数の積分法
は数学概論で扱う。

準備学習の内容
数学は積み重ねの学問であるので、毎回の講義の後には必ず復習を
すること。

教科書
特に定めない。

参考書
長岡亮介、渡辺浩、矢崎成俊、宮部賢志著『新しい微積分〈上〉』
講談社

課題に対するフィードバックの方法
演習課題の解答例を公開する。演習課題を含めた個別の質問に対し
ては演習の時間に対応する。

成績評価の方法
期末試験70%、演習・レポート30%で評価する。
合計が満点の60%以上を単位修得の条件とする。

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）MAT131J

解析学Ⅱ
2単位

1・2年次

兼任講師（理） 内 田 俊 郎

授業の概要・到達目標
解析学IIでは、多変数関数（主として2変数関数）の微分法につい
て学ぶ。多変数関数の微分法に関する基本的な計算ができるように
なること、その応用として陰関数の極値問題や2変数関数の極値問
題、条件付き極値問題などが解けるようになることを目標とする。

授業内容
1．解析学IIの概観と解析学の基本的事項の復習
2．2変数関数とその定義域
3．2変数関数の極限と連続性
4．偏導関数
5．全微分
6．接平面と方向微分係数
7．高階偏導関数と2変数関数の合成関数の微分法
8．小テストとその解説
9．平均値の定理とテイラーの定理
10．2変数関数の極値問題1、極値の必要条件と停留点
11．2変数関数の極値問題2、極値の十分条件と極値の計算
12．陰関数と陰関数定理
13．条件付き極値問題1、Lagrangeの未定乗数法
14．条件付き極値問題2、極値の十分条件と極値の計算

履修の注意点
「解析学I」を履修しているか、それと同程度の微分や積分に対する
理解が必要である。
3変数以上の変数をもつ多変数関数を扱うには線形代数の知識も必
要である。線形代数学も履修することが望ましい。

準備学習の内容
教科書の対応箇所を読んでくる。復習として、問題集などで問題を
解いておく。

教科書
水本 久夫 『微分積分学の基礎 改訂版』 培風館

参考書
微分積分学の教科書・参考書はたくさんあるので自分にあうものを
探して下さい。

経済系の学生向けに書かれた解析学の教科書としては例えば、以下
のものがある。
小宮英敏 著 「入門 経済学のための微分・積分 高校数学から経
済数学へ」東洋経済新報社
西原健二他 著 「経済系のための微分積分」

課題に対するフィードバックの方法
小テストの解説は授業の中で行う。

成績評価の方法
定期試験：90％
小テスト：10％

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）MAT131J

解析学Ⅱ
2単位

1・2年次

講師 遠 藤 直 樹

授業の概要・到達目標
解析学Ⅰにおいて、1変数関数の微分法を学んだ。本講義では、

多変数関数の微分法に関する事項を扱う。
多変数関数の連続性及び偏微分可能性、全微分可能性などの概念

を正しく理解し、合成関数の微分を始めとした微分法に関する基本
的な計算ができるようになることが目標である。

授業内容
第1回 解析学Ⅰの復習
第2回 多変数関数の極限と連続性
第3回 偏微分
第4回 全微分
第5回 接平面
第6回 高階偏導関数
第7回 多変数合成関数の微分
第8回 多変数関数の微分の基本的性質
第9回 多変数関数の平均値の定理
第10回 多変数関数のTaylorの定理
第11回 陰関数定理
第12回 逆関数定理
第13回 多変数関数の極値
第14回 条件付き極値問題

履修の注意点
解析学Ⅰの内容を理解しておくこと。

準備学習の内容
数学は積み重ねの学問であるので、毎回の講義の後には必ず復習を
すること。

教科書
特に定めない。

参考書
長岡亮介、渡辺浩、矢崎成俊、宮部賢志著『新しい微積分〈下〉』
講談社

課題に対するフィードバックの方法
演習課題の解答例を公開する。演習課題を含めた個別の質問に対し
ては演習の時間に対応する。

成績評価の方法
期末試験70%、演習・レポート30%で評価する。
合計が満点の60%以上を単位修得の条件とする。

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）STS111J

科学史Ａ【2022年度以降入学者】
歴史における科学【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

准教授 稲 葉 肇

授業の概要・到達目標
科学はわれわれの考え方や生き方に大きな影響を与えている。し

かし、現在見られるような科学的知識の体系が、人類の始まりとと
もに存在したわけではない。それは長い時間をかけて、多くの人々
が、試行錯誤を重ねながら、作り出してきたものである。つまり人
間の営為としての科学には歴史があり、それゆえ科学史というアプ
ローチが可能となるのである。

科学史は科学そのものと同じくらい、あるいはそれ以上に幅広い
分野である。本講義ではその中でも、古代ギリシアから近世ヨー
ロッパに至る天文学と自然学（物理学）の歴史を題材として、科学
の歴史的変化を論ずるための基本的な概念や観点を習得することを
目標とする。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 科学史という学問について
第3回 古代の天文学（1）天球の概念
第4回 古代の天文学（2）プトレマイオスの体系
第5回 古代の自然学（1）アリストテレスの形而上学
第6回 古代の自然学（2）アリストテレスの自然学
第7回 天文学の革新（1）コペルニクスの太陽中心説：科学革命

のはじまり
第8回 天文学の革新（2）ティコの天文観測からケプラーの法則

へ
第9回 天文学の革新（3）ガリレオの望遠鏡
第10回 自然学の革新（1）ガリレオの落下法則
第11回 自然学の革新（2）ベーコンの帰納法
第12回 自然学の革新（3）デカルトの形而上学と自然学
第13回 ニュートンの総合：科学革命の完成
第14回 まとめ

履修の注意点
必要な数学・天文学・物理学の知識は講義内で説明する。

「科学史B」（または「社会の中の科学」；秋学期）も関連科目であ
る。

準備学習の内容
授業で配布する資料をよく読んでおくこと。

教科書
使用しない。

参考書
『科学革命』L. Principe（丸善出版サイエンスパレット）2014年

課題に対するフィードバックの方法
定期試験に対する全体講評を行う。

成績評価の方法
論述式の期末定期試験（100%）による。

その他
授業中に私語をはじめとする妨害行為が認められた場合には、当該
の受講生の成績を減点することがある。
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科目ナンバー：（PE）STS111J

科学史B【2022年度以降入学者】
社会の中の科学【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

准教授 稲 葉 肇

授業の概要・到達目標
科学と科学者は社会から隔絶された存在ではない。むしろ、科学

が科学者という人間によってなされる営みである以上、科学の歴史
を論ずるにあたっては、さまざまな制度的・社会的要素を考慮する
ことは不可欠であるとさえ言える。ここに科学の社会史と呼ばれる
分野の存在意義がある。

この講義では、主として欧米諸国の事例を通じて、科学とそれを
取り巻く制度・社会・文化との関係を講ずる。これにより、科学か
ら社会への影響と、社会から科学への影響を考察するためのさまざ
まな視点を涵養することを目指す。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 中世西欧の大学
第3回 キリスト教と科学
第4回 科学革命と学会の形成
第5回 啓蒙主義と科学
第6回 フランス革命と科学
第7回 ドイツ大学改革と科学
第8回 「サイエンティスト」の誕生
第9回 産業革命とイギリスの科学
第10回 アメリカ産業社会における科学
第11回 科学の言語──リンガ・フランカ
第12回 ナショナリズムと科学
第13回 戦争と科学
第14回 まとめ

履修の注意点
必要な数学・物理学の知識は講義内で説明する。

「科学史A」（または「歴史における科学」；春学期）も関連科目で
ある。

準備学習の内容
教科書と授業で配布する資料をよく読んでおくこと。

教科書
『科学の社会史：ルネサンスから20世紀まで』古川安（ちくま学芸
文庫）2018年

参考書
『近代ヨーロッパ大学史』アンダーソン（昭和堂）2012年

課題に対するフィードバックの方法
定期試験に対する全体講評を行う。

成績評価の方法
論述式の期末定期試験（100%）による。

その他
授業中に私語をはじめとする妨害行為が認められた場合には、当該
の受講者の成績を減点することがある。

科目ナンバー：（PE）STS111J
技術史Ａ【2022年度以降入学者】
技術の歩み【2021年度以前入学者】
古代・中世・近代の技術【2016年度以前入学者】

2単位

1・2年次

兼任講師 渋 谷 一 夫

授業の概要・到達目標
今日ほど、技術が社会において大きな意味をもった時代はない。

本講義は、技術が社会（経済的・政治的・思想的側面など）とどの
ような文脈で関連しているのかなどといった問題を含めて、技術の
歴史的展開過程（産業革命のはじまりまで）を明らかにする。

授業内容
本講義では、原始時代からイギリス産業革命のはじまりまでの技

術を取り上げる。
第1回a：イントロダクション（技術とは何か）
第2回：原始時代の技術－石器の発明とその変遷
第3回：古代文明における技術1 農業技術の発明とその特徴
第4回：古代文明における技術2 ギリシャ文明と製鉄技術
第5回：古代文明における技術3 ローマ文明と土木技術
第6回：古代文明における技術4 ローマ文明と建築技術
第7回：中世ヨーロッパにおける技術1 動力技術（水車）の発明

とその変遷
第8回：中世ヨーロッパにおける技術2 繊維技術（紡績技術）の

変遷
第9回：中世ヨーロッパにおける技術3 繊維技術（織布技術）の

変遷
第10回：ルネサンス期の技術1 印刷に関連した技術
第11回：ルネサンス期の技術2 軍事に関連した技術
第12回：マニュファクチュア期の技術－製鉄技術の改良とその発達
第13回：産業革命のはじまり1 繊維技術における機械化のはじま

り
第14回：まとめ

履修の注意点
道具や機械などのメカニズムを理解してもらうために、それらの

図版を印刷したプリントをしばしば配布する予定であるが、技術史
の専門用語・知識に習熟することが望まれる。したがって、講義は
毎回受講することが望ましい。

準備学習の内容
授業で使用したレジュメの内容を配布資料をもとに深め、不明な

箇所があれば自分で調べ、また次の授業後に質問すること。次の授
業の内容については、使用するレジュメに必ず目を通しておくこ
と。

教科書
授業内容(項目)すべてを簡潔に扱った書物がないので、本年度は

使用しない。

参考書
技術史の代表的な書物は、開講時に示すとともにそれぞれの講義

内で適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
レポートや小テストについて、前者は全般的な講評を、後者は模

範解答の提示を授業のなかでおこなう。

成績評価の方法
定期試験とレポート(小テストを含む)の提出状況および「授業へ

の参加度」で評価する。評価の比重は定期試験を60%、レポートお
よび小テストを30%、参加度を10%とする。

その他
講義のレジュメは毎回 Web 上に公開するので、受講者は必ずレ

ジュメをプリントアウトして持参すること。
詳細は最初の授業のときに説明するので、受講者は必ず出席して

もらいたい。

─ 42 ─



科目ナンバー：（PE）STS111J
技術史B【2022年度以降入学者】
科学技術と現代社会【2021年度以前入学者】
近代・現代の技術【2016年度以前入学者】

2単位

1・2年次

兼任講師 渋 谷 一 夫

授業の概要・到達目標
今日ほど、技術が社会において大きな意味をもった時代はない。

本講義は、技術が社会（経済的・政治的・思想的側面）とどのよう
な文脈で関連しているのか、さらに自然科学とどのような相互関連
性をもっているのか（特に19世紀以降）などといった問題を含め
て、技術の歴史的展開過程（産業革命期から20世紀前半まで）を説
明する。

授業内容
本講義では、産業革命期から、現代技術が形成される20世紀前半

までの技術の発達を扱う。
第1回a：イントロダクション（産業革命以降の技術の特徴）
第2回：繊維産業における技術の新展開－機械の登場
第3回：動力技術の新展開1 蒸気機関の発明と繊維工場での使用
第4回：動力技術の新展開2 蒸気機関の輸送手段への応用
第5回：製鉄技術の新展開1 熔鉱工程における新技術
第6回：製鉄技術の新展開2 精錬工程における新技術
第7回：金属加工技術の新段階1 工作機械の発明
第8回：金属加工技術の新段階2 大量生産のはじまり－互換性生

産方式の普及
第9回：漂白技術の新展開1 漂白工程の短縮化と近代化学技術の

成立1
第10回：漂白技術の新展開2 環境悪化とその対策
第11回：染料技術の新展開 合成染料の発明と近代化学技術の成立

2
第12回：電気技術の発明とその発達1 情報伝達技術の新段階
第13回：電気技術の発明とその発達2 照明技術の新段階
第14回：まとめ－現代社会と科学技術の関係

履修の注意点
道具や機械などのメカニズムを理解してもらうために、それらの

図版を印刷したプリントをしばしば配布する予定であるが、技術史
の専門用語・知識に習熟することが望まれる。したがって、講義は
毎回受講することが望ましい。

準備学習の内容
授業で使用したレジュメの内容を配布資料をもとに深め、不明な

箇所があれば自分で調べ、また次の授業後に質問すること。次の授
業の内容については、使用するレジュメに必ず目を通しておくこ
と。

教科書
授業内容(項目)すべてを簡潔に扱った書物がないので、本年度は

使用しない。

参考書
技術史の代表的な書物は、開講時に示すとともにそれぞれの講義

内で適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
レポートや小テストについて、前者は全般的な講評を、後者は模

範解答の提示を授業のなかで適宜おこなう。

成績評価の方法
定期試験とレポート(小テストを含む)提出状況および「授業への

参加度」で評価する。評価の比重は試験を60%、レポートおよび小
テストを30%、参加度を10%とする。

その他
講義のレジュメを毎回 Web 上に公開するので、受講者は必ずプ

リントアウトして持参すること。
詳細は最初の授業のときに説明するので、受講者は必ず出席して

もらいたい。

科目ナンバー：（PE）BPH171J

物理科学概論Ａ【2022年度以降入学者】
物理の世界【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

兼任講師（理） 内 田 俊 郎

授業の概要・到達目標
授業の概要

この授業では物理学の基礎を解説し、現代物理学が到達した物質
観を学ぶ。前半で、古典力学から量子力学に至る物理学の基礎を概
説し、ついで原子核や放射線、原子核分裂等に話を進める。原子核
に関連して原子力発電を多少詳しく解説する。最後に現在、解明さ
れている物質の基礎的な構成要素（素粒子）とそれらに働く基礎的
な相互作用を説明する。

到達目標
新聞・雑誌、ニュース等に現れる物理学、特に原子力に関する用

語の意味を理解し、説明できる。

授業内容
1．講義内容の紹介、物理学と原子論の歴史
2．古典力学と近代物理学の成立
3．熱の本性と性質
4．巨視的世界と微視的世界、巨大数の世界
5．電磁気学の成立
6．特殊相対性理論
7．ミクロな物質の世界と古典物理学の限界
8．原子の構造と量子力学
9．原子から原子核へ、原子核の性質
10．同位体と放射線
11．核分裂の発見と連鎖反応
12．原子炉と原子力発電
13．クォークとレプトン、原子核から素粒子へ
14．4つの力と素粒子の標準模型、まとめ

履修の注意点
高校の物理や数学の知識は不要だが、中学で学習した程度の数式は
使う。

準備学習の内容
配布資料で予習、復習してください。

教科書
資料を配布する。

参考書
安孫子誠也 著「歴史をたどる物理学」東京教学社
S.ワインバーグ 著 「電子と原子核の発見」ちくま学芸文庫
山本義隆 著 「原子・原子核・原子力 わたしが講義で伝えたかっ
たこと」岩波書店
朝永振一郎 編「物理学読本」みすず書房
その他、授業の中で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
課題のフィードバックにはOh-o！Meijiを使う。

成績評価の方法
定期試験 90%、授業への取り組み10%。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）BPH171J

物理科学概論B【2022年度以降入学者】
物質と宇宙【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

兼任講師（理） 内 田 俊 郎

授業の概要・到達目標
宇宙論は20世紀に大きな進歩を遂げた。1930年代の宇宙の膨張の

発見から1948年のガモフによるビッグバン宇宙論の提唱、1960年代
半ばの宇宙背景放射の発見などを経て宇宙が高温高密度の状態から
始まったことが明らかにされた。1990年代には宇宙背景放射が精密
に観測され、宇宙論は精密科学の領域に到達したといえる。さら
に、2000年代には宇宙の膨張が加速していることも明らかになっ
た。

この講義ではビッグバン宇宙論を主題として、宇宙が物理法則で
どのように理解されるのかを説明する。現代宇宙論の概要を理解
し、我々と宇宙の関係性を知ることが目標である。

授業内容
1．宇宙論へのイントロダクション。宇宙観の変遷
2．銀河の「発見」と宇宙の階層構造
3．宇宙の膨張の発見
4．重力と一般相対論
5．一般相対論による宇宙モデル
6．ビッグバン宇宙の提唱
7．宇宙マイクロ波背景放射の発見とその意味
8．銀河形成と暗黒物質
9．宇宙の加速膨張の発見
10．遠方の宇宙の観測
11．宇宙の熱史
12．初期宇宙における元素合成
13．さらに初期の宇宙とインフレーション宇宙論
14．人間原理、まとめ

履修の注意点
高校の物理や数学の知識は前提とせず、必要なことは解説する。中
学で履修した程度の数学は使用する。
必須ではないが、前期の物理科学概論A（物理の世界）を履修して
いることが望ましい。

準備学習の内容
予習 配布資料を読んでくる。
復習 配布資料を復讐する。

教科書
プリントを配布する。

参考書
S. ワインバーグ 著「宇宙創成はじめの3分間」 ちくま学芸文庫
佐藤 勝彦 著「宇宙論入門─誕生から未来へ」 岩波新書
杉山 直 著「宇宙 その始まりから終わりへ」 朝日新聞社
M．リース著 「宇宙の素顔」講談社ブルーバックス

課題に対するフィードバックの方法
課題のフィードバックはOh-o！Meijiを通じて行う。

成績評価の方法
定期試験90％、授業への取り組み10％。

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）ENV191J

環境科学概論Ａ【2022年度以降入学者】
エネルギーと環境【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

兼任講師 市 野 美 夏

授業の概要・到達目標
近年、環境の悪化が人類だけではなく生物全体に及ぼす影響が心配され、

大きな社会問題となっている。世界的な異常気象に加え、日本では毎年豪雨
災害が発生するなど、「地球温暖化」への懸念が年々増している。そのような
中、2021年は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第6次報告書が発
表され、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う
余地がない」とされた。さらに、気候モデル研究の第一人者である眞鍋淑郞
博士のノーベル物理学賞受賞、COP26など、これまで以上に「地球温暖化」
が注目された。一方で、「地球温暖化」は、地球規模における、科学、政治、
経済、社会といった様々な分野に関わるという非常に複雑な問題である。そ
の上、地球のシステムはさまざまな構成要素から成り立っており、そのサブ
システムである気候システムでさえ、たやすく理解することは難しい。その
ため、さまざまな情報の中には、変化のメカニズムについての誤解や時間ス
ケールの混同が見られ、多くの人々が、「地球温暖化は知っているが、実際の
ところよくわからない」と感じているのではないだろうか。

そこで、本講義では、地球温暖化に対する科学的理解を深めるため、まず、
気候の形成にとって重要な物理法則などの基本的な概念を学習する。そして、
実際に起こった過去の気候変動を取り上げ、全地球環境史という広い視点か
ら、気候変動の全体像を俯瞰する。これまでも多くの国際的、国家的な努力
がなされているが、社会を構成する一人一人が地球温暖化について正しく理
解し、それに基づく行動が必要である。そのためにも、受講者には、気候シ
ステムや過去の気候変動についての学習を通し、現在、人類が直面している
地球温暖化について、各々の視点から考察していくことを求める。

授業内容
第1回：イントロダクション
第2回：太陽放射とアルベド
第3回：放射の基礎と地球放射
第4回：放射エネルギー収支
第5回：大気のない放射収支
第6回：大気層を含む放射収支
第7回：温室効果
第8回：全球凍結とは
第9回：気候ジャンプ
第10回：炭素循環
第11回：酸素の増加
第12回：顕生代の気候変動
第13回：新生代第三紀の気候とPETM
第14回：総合演習とまとめ

履修の注意点
この講義では、中学卒業までの数学、理科の知識を前提とし、高校1年生程
度の数学、物理、化学の知識があることが望まれる。数式を用いた講義もあ
る。
講義では受講者の意見を発表する場もあり、積極的な講義参加が望ましい。
後期開講される「環境科学概論B」は本講義の続編となっており、新生代第四
紀以降の気候変動を取り上げる。

「環境科学概論B」では、本講義での内容を前提としているため、本講義を受
講してから「環境科学概論B」を受講することを望む。

準備学習の内容
各講義内容は、次回以降の講義内容を理解する上で必要な事柄について学習
するため、講義後は配布資料等で復習るすことで、次回以降の予習となる。
特に基礎的な項目については十分に理解してから、次の講義に臨むようにす
る。その上で、疑問点などがあれば、次の講義のはじめに質問し、理解した
上で次の講義に進むよう心がける。
講義の理解を助けるため、演習問題や考察などの宿題を用意している。これ
は、復習だけではなく、次の講義の準備や質問にもつながるので、各自で取
り組むことが重要である。

教科書
特に定めない。

参考書
特に使用しないが、講義中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
講義内およびクラスウェブ

成績評価の方法
講義への積極的な参加と貢献および期末試験から総合的に判断する。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ENV191J

環境科学概論B【2022年度以降入学者】
環境と社会【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

兼任講師 市 野 美 夏

授業の概要・到達目標
近年、環境の悪化が人類だけではなく生物全体に及ぼす影響が心配され、

大きな社会問題となっている。世界的な異常気象に加え、日本では毎年豪雨
災害が発生するなど、「地球温暖化」への懸念が年々増している。そのような
中、2021年は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第6次報告書が発
表され、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う
余地がない」とされた。さらに、気候モデル研究の第一人者である眞鍋淑郞
博士のノーベル物理学賞受賞、COP26など、これまで以上に「地球温暖化」
が注目された。一方で、「地球温暖化」は、地球規模における、科学、政治、
経済、社会といった様々な分野に関わるという非常に複雑な問題である。そ
の上、地球のシステムはさまざまな構成要素から成り立っており、そのサブ
システムである気候システムでさえ、たやすく理解することは難しい。その
ため、さまざまな情報の中には、変化のメカニズムについての誤解や時間ス
ケールの混同が見られ、多くの人々が、「地球温暖化は知っているが、実際の
ところよくわからない」と感じているのではないだろうか。

そこで、本講義では、人類誕生以降の気候変動を取り上げ、環境科学概論
Aで学習した「気候変動現象のメカニズムの理解に重要な物理法則などの基
本的な概念」の理解を深める。また、気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）の第6次報告書や、ノーベル物理学賞受賞で注目された気候モデル、
さらに、最新の気候変動研究などについても紹介する。社会を構成する一人
一人が地球温暖化について正しく理解し、それに基づく行動が必要である。
受講者には、人間と地球システムの関わりや、気候変動の基本的な仕組みに
ついての理解を深め、地球温暖化問題について、あらためて考察することを
求める。

授業内容
第1回：イントロダクション
第2回：放射収支の基礎の復習
第3回：大気循環の基礎
第4回：気候システムと気候モデル
第5回：新生代と第四紀
第6回：氷期と間氷期
第7回：ミランコビッチサイクル
第8回：最終氷期
第9回：急激な気候変動と熱塩循環
第10回：完新世前期の気候変動
第11回：過去2000年の気候変動
第12回：20世紀の気候と地球温暖化
第13回：気候モデル実験と将来予測
第14回：まとめと総合演習

履修の注意点
この講義では、中学卒業までの数学、理科の知識を前提とし、高校1年生程
度の数学、物理、化学の知識があることが望まれる。数式を用いた講義もあ
る。
前期開講される「環境科学概論A」では、第2回の内容を6回かけて学習す
るので、できる限り、「環境科学概論A」を受講してから本講義を受講するこ
とが望ましい。そのため、受講していない場合は、6回分の内容の自習を求
められる可能性がある。
講義では受講者の意見を発表する場もあり、積極的な講義参加が望ましい。

準備学習の内容
各講義内容は、次回以降の講義内容を理解する上で必要な事柄について学習
するため、講義後は配布資料等で復習るすことで、次回以降の予習となる。
特に基礎的な項目については十分に理解してから、次の講義に臨むようにす
る。その上で、疑問点などがあれば、次の講義のはじめに質問し、理解した
上で次の講義に進むよう心がける。
講義の理解を助けるため、演習問題や考察などの宿題を用意している。これ
は、復習だけではなく、次の講義の準備や質問にもつながるので、各自で取
り組むことが重要である。

教科書
特に定めない。

参考書
特に使用しないが、講義中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
講義内およびクラスウェブ

成績評価の方法
講義への積極的な参加と貢献および期末試験から総合的に判断する。

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）BBI191J

生命科学概論Ａ【2022年度以降入学者】
生物の成り立ちと生命現象【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

兼任講師 田 口 瑞 姫

授業の概要・到達目標
「生命科学」という言葉をどう捉えるだろうか。20世紀後半、ワ

トソンとクリックによるDNAの二重らせん構造の発見は生命科学
の発展に寄与し、ヒトゲノムの解読は生命科学分野だけでなく、
我々ヒトや生物の見方に大きく影響を与えた。こんな歴史はともか
くとして（大事なので授業では触れますが）、現代において生命科
学という存在は私たちの日常生活に密接に関係してきている。何気
なく雑誌を手に取れば「DNA」や「マクロファージ」、「mRNA」
といった言葉が並び、その意味を知らなければ記事の内容を理解す
ることもできない。現代社会において生命科学的な知識は、ある程
度の一般常識として身につけておくべきものになっている。

この授業では、生命科学の基本的な知識、およびそれらが現代社
会にどう関わっているのかを解説する。大学入試のような暗記科目
としてではなく、現代社会を生きていく上で必要な生命科学的な知
識を得ること、あふれている様々な情報から正しいものを選択でき
るようになることが目標である。

授業内容
第1回：生物の共通性と多様性
第2回：細胞1 基本構造
第3回：細胞2 細胞の分裂
第4回：ゲノムと個性1 セントラルドグマ
第5回：ゲノムと個性2 エピゲノム
第6回：発生1 個体発生
第7回：発生2 幹細胞・再生
第8回：内分泌と神経
第9回：性と生殖1 性の決定
第10回：性と生殖2 有性生殖と無性生殖
第11回：感染と免疫
第12回：進化1
第13回：進化2
第14回：生命科学と社会
※授業の進捗状況により内容は前後する可能性があります。

履修の注意点
毎回の授業の最後にリアクションペーパーを提出してもらいま

す。

準備学習の内容
予習・復習することをおすすめします。

教科書

参考書
必要があれば授業内で紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
定期試験もしくはレポート課題 60%
授業への参加度 40%

その他
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科目ナンバー：（PE）BBI191J

生命科学概論B【2022年度以降入学者】
生命とバイオテクノロジー【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

兼任講師 飯 島 和 樹

授業の概要・到達目標
前期の生命科学概論 A からの発展として、マクロな生物現象に関わ

る生物学分野（進化生物学、生態学、神経科学など）を扱う。特に、政
治経済について考察する上で重要な意義を持つ、人間の生物的側面に関
わる知見を紹介する。授業の前半では、遺伝現象から進化のメカニズム
を理解し、進化の産物として人間行動を理解するアプローチを紹介す
る。授業の後半は、神経細胞の働きから知覚・運動を生み出す脳のメカ
ニズムを概説し、経済的意思決定や道徳判断などの社会行動を生み出す
脳の働きについての理解を深める。最終的には、こうした人間行動につ
いての機械論的な理解と、日常的な世界像が前提とする人間の自由とが
どのように調停可能であるのかを考察する。また、基礎的な生物学の知
識だけでなく、生命や生命科学技術に関する倫理的・法的・社会的な課
題も取り扱う。
本講義を通じて、マクロな生物学についての基礎的な知識を獲得すると
ともに、政治や経済といった人間固有に思われる社会現象の背後にある
生物学的な基盤について見通す感覚を養ってほしい。本講義を通じて、
政治経済に対するパースペクティヴがより豊かなものとなることを期待
する。

授業内容
第1回 政治経済学部生が生物学を学ぶ理由
第2回 進化生物学序論（1）：進化のメカニズム
第3回 進化生物学序論（2）：分子進化学
第4回 進化生物学序論（3）：進化とゲーム理論
第5回 進化と人間行動（1）：人類の進化
第6回 進化と人間行動（2）：協力行動
第7回 神経科学序論（1）：神経細胞
第8回 神経科学序論（2）：知覚
第9回 神経科学序論（3）：運動
第10回 神経経済学 (1)：報酬系
第11回 神経経済学 (2)：意思決定と経済行動
第12回 道徳の神経科学：道徳判断
第13回 神経科学と自由意志
第14回 神経倫理学／神経科学技術の ELSI

（講義内容は、授業の進行状況等により変更する場合がある）

履修の注意点
この講義では、高校 1 年生程度の数学、生物の知識があることを前提と
する。数式を用いる箇所もある。統合的な生命理解のためには、生命科
学概論 A を履修していることが望ましいが必須ではない。

準備学習の内容
各講義内容は、次回以降の講義内容を理解する上で必要な事柄について
学習するため、講義後は配布したスライド資料や紹介した参考文献など
で復習することで、次回以降の予習となる。疑問点などがあれば、次の
講義のはじめに質問し、理解した上で次の講義に進むよう心がける。

教科書
特に定めない。

参考書
[url=https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000194951]カー
ル・ジンマー、ダグラス・J・エムレン『カラー図解 進化の教科書』第
1-3巻（講談社）
[url=http://www.utp.or.jp/book/b600572.html]長谷川寿一・長谷川真理
子・大槻久『進化と人間行動 第2版』（東京大学出版会）
[url=http://119.245.210.133/book/archives/2922]ジョン・ピネル『バイ
オサコロジー：脳－心と行動の神経科学』（西村書店）
[url=https://www.medsi.co.jp/products/detail/3862]エリック・R・カン
デルら『カンデル神経科学 第2版』（メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル）

（その他、関連書籍を講義中に紹介する）

課題に対するフィードバックの方法
小レポートについては、全体についての講評をフィードバックする。

成績評価の方法
出席と授業への積極的参加（20%）、小レポート（30%）および期末試験

（50%）から総合的に判断する。

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）ARS191J

国際文化特殊講義Ａ【2022年度以降入学者】
国際文化特殊講義Ⅰ【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

准教授 武 田 和 久

授業の概要・到達目標
本授業では、ラテンアメリカをヨーロッパとの関連から捉えることで、二つの地域が、支配と被支

配の関係、宗主国と植民地という上位・下位の関係のみならず、相互に影響を及ぼす双方向の関係で
あった点に注目し、グローバル化現象が著しく進展する今日の世界状況の発端を歴史的な観点からさ
かのぼって理解する。

近年の歴史学界では、イギリス史、フランス史、ドイツ史など、いわゆるナショナル・ヒストリー
（一国史）といった限定的な枠組を超えて、複数の国や地域にまたがり、また時間・空間的にも広い視
野に立った歴史の捉え方、いわゆるグローバル・ヒストリー（地球史）が注目されている。鳥瞰的視
点から歴史をみることは、異なる時空間で起きた出来事を比較分析する試みであり、人類の政治、経
済、社会、文化活動が様々な分野に与えたインパクトを、長期的タイム・スパンから探求する試みで
ある。

本授業で取り上げるラテンアメリカとヨーロッパは、いずれも大西洋に面するという点で共通して
いる。そしてまさにこの特長が、両地域の歴史を決定づける大きな要因となったのである。コロンブ
スによるアメリカの「発見」（1492）以後、大西洋を媒介として、ヨーロッパとラテンアメリカとの間
で、ヒト、モノ、カネの動きが活発に展開された結果、両地域は強く結びつき、相互に影響を及ぼす
関係になったのである。こうした歴史の見方は、それぞれの地域の歴史を個別にミクロの視点からみ
るだけでは生まれてこない。必要なのは、異なる地域の歴史を、広域的にマクロの視点からとらえる
鳥の目である。

またこうしたグローバルな視点からの歴史の見方は、従来の「中心」と「周縁」という歴史の見方
を見直す試みでもある。一般に、スペイン、ポルトガル人の海外進出がラテンアメリカの植民地化の
進展につながったとされ、ラテンアメリカは、政治、経済、文化的な中心であるヨーロッパに従属す
る周縁地域とされてきた。しかし「相互に影響を及ぼす」と記したとおり、ヨーロッパとラテンアメ
リカとの関係は、こうした中心・周縁関係だけでは説明できない。特に文化に関して言えば、植民地
化のプロセスを経て、ラテンアメリカがヨーロッパの諸影響を受けたことは間違いないが、同時に
ヨーロッパ側も、ラテンアメリカから様々な影響を受けていたのである。本授業では、16世紀から18
世紀にかけての近代初期に展開したラテンアメリカとヨーロッパの歴史を俯瞰的に捉えることにより、
両地域の相互関係から生み出された歴史のダイナミズムを学生諸君と探りたい。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 グローバル・ヒストリーとは？
第3回目 大航海時代の幕開け
第4回目 アメリカの「発見」というインパクト
第5回目 剣と十字架
第6回目 インディオは人間か？─アメリカ先住民に対するスペイン人の眼差し─
第7回目 スペイン人がアメリカを領有する根拠とは？─サラマンカ学派について─
第8回目 ユートピア思想とキリスト教宣教
第9回目 キリスト教布教と社会的規律化─ラプラタ地域におけるイエズス会士の社会実験─
第10回目 アメリカ先住民にとっての征服とは？─征服された人々の声─
第11回目 植民地支配下のキリスト教美術
第12回目 大西洋を渡った工芸品─アメリカ先住民文化のヨーロッパへのインパクト─
第13回目 植民地空間における文化的アイデンティティの越境
第14回目 まとめ─グローバル・ヒストリーの未来─

履修の注意点
参考書に記載の文献をできるだけ読んでおくことが望ましい。

準備学習の内容
履修上の注意にも書いた通り、参考文献に書かれている本を読んでおくこと。

教科書
指定なし。指定の場合は追って連絡する。

参考書
・網野徹哉『インカとスペイン帝国の交錯』講談社、2008年。
・池上岑夫［他監修］『スペイン・ポルトガルを知る事典』（新訂増補）平凡社、2001年。
・伊藤滋子『幻の帝国－南米イエズス会士の夢と挫折』同成社、2001年。
・ウィリアムズ『コロンブスからカストロまで－カリブ海域史1492～1969－』川北稔［訳］岩波書店、
1978年。
・エリオット『旧世界と新世界－1492-1650－』越智武臣・川北稔［訳］岩波書店、1975年。
・大貫良夫［他監修］『ラテンアメリカを知る事典』（新版）平凡社、2013年。
・岡田裕成・齋藤晃『南米キリスト教美術とコロニアリズム』名古屋大学出版会、2007年。
・岡田裕成『ラテンアメリカ－越境する美術－』筑摩書房、2014年。
・落合一泰『トランス・アトランティック物語－旅するアステカ工芸品－』山川出版社、2014年。
・川村信三［編］『超領域交流史の試み－ザビエルに続くパイオニアたち－』上智大学出版、2009年。
・クロスリー『グローバル・ヒストリーとは何か』佐藤彰一［訳］岩波書店、2012年。
・染田秀藤『大航海時代における異文化理解と他者認識－スペイン語文書を読む－』渓水社、1995年。
・ハンケ『スペインの新大陸征服』染田秀藤［訳］平凡社、1979年。
・ピコン＝サラス『ラテンアメリカ文化史－二つの世界の融合－』グスタボ・アンドラーデ、村江四
郎［訳］サイマル出版会、1991年。
・ベイリン『アトランティック・ヒストリー』和田光弘・森丈夫［訳］名古屋大学出版会、2007年。
・増田義郎『新世界のユートピア』研究社出版、1971年。
・松森奈津子『野蛮から秩序へ─インディアス問題とサラマンカ学派─』名古屋大学出版会、2009年。
・水島司『グローバル・ヒストリー入門』山川出版社、2010年。
・レオン=ポルティーヤ［編］『インディオの挽歌－アステカから見たメキシコ征服史－』山崎眞次

［訳］成文堂、1994年。
・ワシュテル『敗者の想像力－インディオのみた新世界征服－』小池佑二［訳］岩波書店、2007年。
グローバル時代の歴史学リン・ハント [著]；長谷川貴彦訳. -- 岩波書店, 2016.
キリスト教一千年史：地域とテーマで読むロバート・ルイス・ウィルケン著；大谷哲 [ほか] 訳；上,
下. -- 白水社, 2016.
ヘーゼル・メアリー・マーテル著；佐藤正英監訳『キリスト教』ゆまに書房, 2004.3（多数の図版あ
り）
マイケル・コリンズ, マシュー・A.プライス著；小野田和子, 川名公平, 赤尾秀子日本語版訳『キリスト
教の歴史：2000年の時を刻んだ信仰の物語』BL出版 2001.3（多数の図版あり）

課題に対するフィードバックの方法
授業期間に学生に求められる課題であるアカデミック・エッセイについては、提出後、講評・解説の
時間を設けられ、「非常に優れており、他の学生が参照すべき、学ぶべき」と判断されたアカデミッ
ク・エッセイについては、担当教員よりその理由が授業時間内に解説される。

成績評価の方法
平常点 20％（毎回の授業内容へのコメントの内容を総合的に評価）
アカデミック・エッセイ 80％ エッセイの執筆は授業期間内に数回行われる予定。

その他
授業担当者は、これまで、スペインおよびラテンアメリカの国々に中長期的に滞在し、特に長いとこ
ろでは、アルゼンチンに1年、スペインに2年、暮らしてきました。本授業は、こうした経験をもと
に展開されます。担当教員の研究歴については次を参照。
http://researchmap.jp/read0203916
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科目ナンバー：（PE）ARS191J

国際文化特殊講義Ａ【2022年度以降入学者】
国際文化特殊講義Ⅰ【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

教授 田 村 久 男

授業の概要・到達目標
ドイツ語圏の文化と歴史─史実と伝承をめぐって

日本でも比較的よく知られたドイツ各地の伝承や伝説を紹介し、
その歴史的背景を探る。また、これらドイツの伝説・伝承が絵画や
音楽などの芸術作品や映画等で扱われ、ドイツ国外も含めてどのよ
うに広まり、受け入れられてきたのかを見ていく。

伝承・伝説の成立と普及、受容を通してドイツ語圏文化の一端を
考察しながら、現代にもつ意味を考える。

授業内容
第1回 ガイダンス 授業の概略
第2回 ドイツ紹介──ライン川とドナウ川沿いの町
第3回 ローレライ
第4回 英雄ジークフリートの伝説
第5回 ドイツの国民叙事詩『ニーベルンゲンの歌』
第6回 ドイツの映画産業と無声映画「ジークフリート」（1924年、

F.ラング監督）
第7回 ワーグナーのオペラ『ニーベルングの指輪』
第8回 「匕首伝説」とナチスのプロパガンダ
第9回 北ドイツの町ハーメルンの「笛吹き男」 伝説
第10回 ミュンヘン紹介
第11回 バイエルン国王ルートヴィヒ2世とノイシュヴァンシュタ

イン城
第12回 小説『うたかたの記』と森鷗外
第13回 ナチス抵抗運動と「白バラ通信」事件 （映画）
第14回 まとめと補足
あくまでも予定であり、進行状況によって話題が前後したりスルー
したりすることもある。

履修の注意点
この講義は文化が中心であり、必要な限り歴史的な背景などを授業
の中でも説明はするが、あらかじめドイツやヨーロッパについて高
校世界史程度の予備知識を持っておくことが望ましい。

準備学習の内容
特にはないが、扱うテーマの時代背景などを事前に下調べしておく
ことが望ましい。

教科書
特になし。必要な資料はその都度、授業の中で配布する。

参考書
適宜、授業の中で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
随時、レポートや授業内容についてのアンケートを行うことがあ
る。

成績評価の方法
授業への参加度30％と期末筆記試験70％程度で総合的に評価する。
なお、授業参加度は毎回の出欠とアンケート等を参考にする。

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）ARS191J

国際文化特殊講義Ｂ【2022年度以降入学者】
国際文化特殊講義Ⅱ【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

教授 田 村 久 男

授業の概要・到達目標
ドイツ語圏の文化と歴史─史実と伝承をめぐって(II)

春学期に引き続き日本でも比較的よく知られたドイツ各地の伝承
や伝説を紹介し、その歴史的背景を探る。また、これらドイツの伝
説・伝承が絵画や音楽などの芸術作品や映画等で扱われ、ドイツ国
外も含めてどのように広まり、受け入れられてきたのかを見てい
く。
伝承・伝説の成立と普及、受容を通してドイツ語圏文化の一端を考
察しながら、現代にもつ意味を考える。

（一部、春学期との重複もあるが、基本的には別内容である）

授業内容
第1回 ガイダンス 授業の概略
第2回 シューベルトの「菩提樹」をめぐって
第3回 中央ヨーロッパの要害アルプス、ゴットハルト峠
第4回 「悪魔の橋」と南北交通
第5回 ウィリアム・テル伝説──スイス建国の物語
第6回 ナポレオン戦争とスヴォーロフ将軍の雪中行軍
第7回 ゴッタルドトンネル(1882年) とベーストンネル(2016年)

の開通──新旧二つの大掘削工事
第8回 「砦作戦」(Reduit) ──第二次世界大戦でスイスの中立
第9 回 南チロル独立運動とアンドレス・ホーファー
第10回 ウィーン ── オーストリア・ハプスブルク家の繁栄
第11回 ウィーン世紀末芸術──クリムトとシーレ
第13回 ハルツ山地の魔女伝説「ワルプルギスの夜」
第14回 まとめと補足
あくまでも予定であり、進行状況によっては話題が前後したりス
ルーしたりすることもある。

履修の注意点
この講義は文化が中心であり、必要な限り歴史的な背景などを授業
の中でも説明はするが、あらかじめドイツ、ヨーロッパについて高
校世界史程度の予備知識を持っておくことが望ましい。

準備学習の内容
特にはないが、扱うテーマの時代背景などを事前に下調べしておく
ことが望ましい。

教科書
特になし。必要な資料はその都度、授業の中で配布する。

参考書
適宜、授業の中で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
随時、レポートや授業内容についてのアンケートを行うことがあ
る。

成績評価の方法
授業への参加度30％と期末試験70％で総合的に評価する。
なお、授業への参加度は毎回の出欠とアンケート等を参考にする。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Content-based Study(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅰ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 火曜 4時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハダス、マイケルＭ．

授業の概要・到達目標
This course will focus on developing speaking, listening, and communication skills for academic and general communication purposes. The course
goal is to help students communicate effectively in social and academic environments using the following tasks: pair and group discussions and
debates, rebuttal formation, listening to opinions and determining reasons, debating opinions and disagreeing with reasons, and using credible
evidence to support an argument. The course will focus on developing debate skills by defending arguments with credible and effective reasons.
This will be accomplished primarily during small team debate development and homework tasks. Additionally, students will develop and apply
vocabulary skills for writing at the university level in universities abroad.

授業内容
第1回目 Course Introduction and Expectations and Academic Debate Topics Introduction
第2回目 Discussion, Speaking Skills Part 1, Academic Debate Development
第3回目 Discussion, Speaking Skills Part 2, Academic Debate Development, Debate formation
第4回目 Discussion, Speaking Skills Review, Mini Debate Preparation
第5回目 Mini Debate Topic Presentation All Teams
第6回目 Discussion, Speaking Skills Part 3: Debate 1 Introduction, Evidence Development
第7回目 Discussion, Speaking Skills Part 4: Debate 1 Development, Evidence Completion
第8回目 Discussion, Speaking Skills Review, Debate 1 Practice
第9回目 First Debate Topic Presentation All Teams
第10回目 Debate Speaking Skills Part 6: Debate 2 Introduction, Evidence Development
第11回目 Debate Speaking Skills Part 7: Debate 2 Development, Evidence Completion
第12回目 Discussion, Speaking Skills Review, Debate 2 Practice
第13回目 Final Debates in Groups
第14回目 Vocabulary Sheet Submission (Google Classroom), Final Debate Review

履修の注意点
Students who would like to study abroad or improve academic communication skills will benefit from taking this course.
This course is a one semester ACE Content Based-Study course. Class size is limited to 16 students. Students taking my other Tuesday content-
based study class cannot take this course, as there will be material shared between the classes. Students also should not continue this class in the
fall semester, as it is designed as a one semester class.

準備学習の内容
Students will use Google Classroom for all class work submissions for this class. Please consider this before registering. You must have some
degree of proficiency with MS Word or Google Documents, as debate drafts will require online applications to submit documents for the class.

教科書
No textbook required.

参考書
Online resources will be introduced throughout the semester. I will provide instructions on how to use the Google Classroom functions in our
second class

課題に対するフィードバックの方法
We will use Google Classroom for feedback & assignments for the course, Students will need a Gmail address to register for Google Classroom.

成績評価の方法
30% Weekly Review (research collected outside of class for debates and vocabulary sheet to be submitted online)
30% Participation (students will need to be actively involved in the class)
40% Assessment (includes two debates, a mini-debate, debate-releated preparation assignments)

その他
None
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Content-based Study(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅰ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 金曜 3時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ライト、アレックス

授業の概要・到達目標
This class will aim to teach students about the basic concepts international relations as well as improve their English skill through a variety of
related activities. Students will learn to think critically about historical and current events by understanding the concepts which drive
international events. Students will improve their English through listening to short lectures, short readings, discussions, learning the vocabulary of
the field and a short debate and presentation.

1単位

授業内容
第1回 Course introduction
第2回 Concepts in Realism: anarchy, the security dilemma, and balance of power
第3回 Concepts in Realism: structural realism, polarity, alliance politics
第4回 Concepts in Realism: defensive realism, balance of threat, arms racing
第5回 Concepts in Liberalism: democratic peace theory and collective security
第6回 Concepts in Liberalism: International organizations and regimes
第7回 Concepts in Liberalism: Interdependence and international law
第8回 Debate: Realism vs Liberalism
第9回 Concepts in Constructivism identities, interests, and Norms
第10回 Nature of anarchy in international relations
第11回 Psychology in international relations
第12回 Peace strategies
第13回 Presentation: Relating concepts to current events and history
第14回 Test

履修の注意点
This course is a one semester ACE course, class size is limited to 15 students.

準備学習の内容
Please review the readings and think about the discussion questions I distribute to prepare before each class. Make sure you understand the
material we cover each week and be sure to look up or ask me about anything you don’t understand. Please be prepared to speak only in English
during class time.

教科書
No textbook purchase is required, all material will be provided by instructor.

参考書
Please see the weekly schedule.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
25% Quizzes
25% Test
25% Debate
25% Presentation

その他
If you have any questions please email me at alexwright48@gmail.com
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Content-based Study(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅰ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 水曜 1時限

1単位

1～4年次

講師 ヨーク ジェームズ

授業の概要・到達目標
This course is designed to improve your English communication skills through an “ideas into action” project.
You will use English to:

• Communicate with other students
• Plan an event
• Reflect on your learning
• Report on your learning via a written report.
We will use a variety of multimedia in this class, with a focus on ICT skills and social media.
By the end of this course, you should understand more vocabulary and phrases commonly used to plan events, discuss your thoughts, and have
experienced what it is like to participate in society using English as a tool of communication.

授業内容
1. Introduction to the class and expectations
2. Identity work: Who are you? Who do you want to be?
3. Experience something new
4. Analyze the experience
5. Conceptualize the experience
6. Consider a participation project: planning
7. Participation project: planning continued
8. Participation project: action
9. Participation project: debriefing and analysis
10. Participation project: debriefing and analysis
11. Prepare for the poster session
12. Poster session
13. Written report 1
14. Written report final

履修の注意点
1. Students will be expected to engage in communities outside of the classroom. There is no pressure to use real names.
2. Students will also need a smartphone and if possible a laptop computer in order to gather and analyze texts collected from the internet.
3. Although the out-of-class participation project will not necessarily require the use of English, all reports and in-class language is expected to be
in English.
4. The class will have reading, writing, speaking and listening components.

準備学習の内容
Students are expected to complete all class assignments. (See 成績評価の方法）
We will be using the pedagogy of multiliteracies in this class. The class is based heavily on the work of Jonathan deHaan and his Game Terakoya
project. Interested students may learn more about this progressive teaching style here: https://www.youtube.com/watch?v=svDNptYqJkc
You may also see what kind of participatory projects Jonathan’s students have carried out here: https://docs.google.com/document/d/1SjfxlZ-
RiiKrcnWSd7WJ6GZza4xVSGG3-YBH0ju0ivM/edit

教科書
This class does not use a textbook. Instead, it uses electronic files, which will be distributed by the teacher.
特に使用しない。
電子版のプリントを利用する。

参考書
なし

課題に対するフィードバックの方法
Check Class Web

成績評価の方法
● 参加プロジェクト（70％）
● 期末発表（30％）

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Content-based Study(U)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅰ（Upper Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 火曜 5時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハダス、マイケルＭ．

授業の概要・到達目標
This course will focus on developing speaking, listening, and communication skills for academic and general communication purposes. The course
goal is to help students communicate effectively in social and academic environments using the following tasks: pair and group discussions and
debates, rebuttal formation, listening to opinions and determining reasons, debating opinions and disagreeing with reasons, and using credible
evidence to support an argument. The course will focus on developing debate skills by defending arguments with credible and effective reasons.
This will be accomplished primarily during small team debate development and homework tasks. Additionally, students will develop and apply
vocabulary skills for writing at the university level in universities abroad.

授業内容
第1回目 Course Introduction and Expectations and Academic Debate Topics Introduction
第2回目 Discussion, Speaking Skills Part 1, Academic Debate Development
第3回目 Discussion, Speaking Skills Part 2, Academic Debate Development, Debate formation
第4回目 Discussion, Speaking Skills Review, Mini Debate Preparation
第5回目 Mini Debate Topic Presentation All Teams
第6回目 Discussion, Speaking Skills Part 3: Debate 1 Introduction, Evidence Development
第7回目 Discussion, Speaking Skills Part 4: Debate 1 Development, Evidence Completion
第8回目 Discussion, Speaking Skills Review, Debate 1 Practice
第9回目 First Debate Topic Presentation All Teams
第10回目 Debate Speaking Skills Part 6: Debate 2 Introduction, Evidence Development
第11回目 Debate Speaking Skills Part 7: Debate 2 Development, Evidence Completion
第12回目 Discussion, Speaking Skills Review, Debate 2 Practice
第13回目 Final Debates in Groups
第14回目 Vocabulary Sheet Submission (Google Classroom), Final Debate Review

履修の注意点
Students who would like to study abroad or improve academic communication skills will benefit from taking this course.
This course is a one semester ACE Content Based-Study course. Class size is limited to 16 students. Students taking my other Tuesday content-
based study class cannot take this course, as there will be material shared between the classes. Students also should not continue this class in the
fall semester, as it is designed as a one semester class.

準備学習の内容
Students will use Google Classroom for all class work submissions for this class. Please consider this before registering. You must have some
degree of proficiency with MS Word or Google Documents, as debate drafts will require online applications to submit documents for the class.

教科書
No textbook required.

参考書
Online resources will be introduced throughout the semester. I will provide instructions on how to use the Google Classroom functions in our
second class

課題に対するフィードバックの方法
We will use Google Classroom for feedback & assignments for the course, Students will need a Gmail address to register for Google Classroom.

成績評価の方法
30% Weekly Review (research collected outside of class for debates and vocabulary sheet to be submitted online)
30% Participation (students will need to be actively involved in the class)
40% Assessment (includes two debates, a mini-debate, debate-releated preparation assignments)

その他
None
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Content-based Study(U)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅰ（Upper Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 金曜 1時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハインズ、マーティン

授業の概要・到達目標
This course will examine major issues currently facing Japan and the world. Examples of the topics, which will be explored, include; immigration,
Japan's changing society, education, the role of women in society, and crime. The majority of materials and topics for discussion will be provided
by the lecturer. However, students will be actively encouraged to develop their research skills and bring their own materials to the classroom.
Additionally, students are free to suggest topics, which they may find interesting. Although there is no strict format, all lessons will feature pair-
work / group discussion and will conclude with a listening activity or a short video clip. The aims of this course are to help students improve their
fluency in English, develop their research skills, broaden their vocabulary (through reading assignments) and learn how to think both critically
and reflectively on a range of contentious topics.

授業内容
Week 1. Introduction / The World Today 1.
Week 2. Education 1. School life
Week 3. Education 2. Education systems around the world
Week 4. Focus on Japan 1. A changing society
Week 5. Focus on Japan 2. Tourism & immigration
Week 6. The World Today 2.
Week 7. Racism & Discrimination
Week 8. Immigration 1. 'A world without borders'
Week 9. Immigration 2. Political asylum / Economic refugees
Week 10. Crime & Punishment 1.
Week 11. Crime & Punishment 2.
Week 12. The World Today 3.
Week 13. Women in the workplace 1.
Week 14. Final presentations, course review & explanation

履修の注意点
This is a one-semester course. Before the course, students may want to get in the habit of reading an English language newspaper or watching
news bulletins from the mainstream media.

準備学習の内容
Students will be assigned homework on a weekly basis. This will consist of reading comprehension from newspaper articles (provided by the
lecturer) or research. Additionally, students will conduct on-line research and prepare for their final presentations. These assignments will
probably entail about 1 hour of extra study.

教科書
There is no textbook for this course. All materials will be provided by the lecturer.

参考書

課題に対するフィードバックの方法
Any Feedback from assignments will be provided after the class.

成績評価の方法
A student’s final grade will be based on the following:
Classroom participation & attendance
Homework
A final presentation

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Content-based Study(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅰ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 火曜 4時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハダス、マイケルＭ．

授業の概要・到達目標
This course will focus on developing speaking, listening, and communication skills for academic and general communication purposes. The course
goal is to help students communicate effectively in social and academic environments using the following tasks: pair and group discussions and
debates, rebuttal formation, listening to opinions and determining reasons, debating opinions and disagreeing with reasons, and using credible
evidence to support an argument. The course will focus on developing debate skills by defending arguments with credible and effective reasons.
This will be accomplished primarily during small team debate development and homework tasks. Additionally, students will develop and apply
vocabulary skills for writing at the university level in universities abroad.

授業内容
第1回目 Course Introduction and Expectations and Academic Debate Topics Introduction
第2回目 Discussion, Speaking Skills Part 1, Academic Debate Development
第3回目 Discussion, Speaking Skills Part 2, Academic Debate Development, Debate formation
第4回目 Discussion, Speaking Skills Review, Mini Debate Preparation
第5回目 Mini Debate Topic Presentation All Teams
第6回目 Discussion, Speaking Skills Part 3: Debate 1 Introduction, Evidence Development
第7回目 Discussion, Speaking Skills Part 4: Debate 1 Development, Evidence Completion
第8回目 Discussion, Speaking Skills Review, Debate 1 Practice
第9回目 First Debate Topic Presentation All Teams
第10回目 Debate Speaking Skills Part 6: Debate 2 Introduction, Evidence Development
第11回目 Debate Speaking Skills Part 7: Debate 2 Development, Evidence Completion
第12回目 Discussion, Speaking Skills Review, Debate 2 Practice
第13回目 Final Debates in Groups
第14回目 Vocabulary Sheet Submission (Google Classroom), Final Debate Review

履修の注意点
Students who would like to study abroad or improve academic communication skills will benefit from taking this course.
This course is a one semester ACE Content Based-Study course. Class size is limited to 16 students. Students taking my other Tuesday content-
based study class cannot take this course, as there will be material shared between the classes. STUDENTS MUST BRING A COMPUTER or
TABLET TO CLASS IN CASE THERE ARE STUDENTS REGISTERED AS ONLINE ONLY. This will also help us communicate interactively
in class without sitting too close to each other.

準備学習の内容
Students will use Google Classroom for all class work submissions for this class. Please consider this before registering. You must have some
degree of proficiency with MS Word or Google Documents, as debate drafts will require online applications to submit documents for the class.

教科書
No textbook required.

参考書
Online resources will be introduced throughout the semester. I will provide instructions on how to use the Google Classroom functions in our
second class

課題に対するフィードバックの方法
We will use Google Classroom for feedback & assignments for the course, Students will need a Gmail address to register for Google Classroom.

成績評価の方法
30% Weekly Review (research collected outside of class for debates and vocabulary sheet to be submitted online)
30% Participation (students will need to be actively involved in the class)
40% Assessment (includes two debates, a mini-debate, debate-releated preparation assignments)

その他
None
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Content-based Study(U)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅰ（Upper Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 火曜 5時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハダス、マイケルＭ．

授業の概要・到達目標
This course will focus on developing speaking, listening, and communication skills for academic and general communication purposes. The course
goal is to help students communicate effectively in social and academic environments using the following tasks: pair and group discussions and
debates, rebuttal formation, listening to opinions and determining reasons, debating opinions and disagreeing with reasons, and using credible
evidence to support an argument. The course will focus on developing debate skills by defending arguments with credible and effective reasons.
This will be accomplished primarily during small team debate development and homework tasks. Additionally, students will develop and apply
vocabulary skills for writing at the university level in universities abroad.

授業内容
第1回目 Course Introduction and Expectations and Academic Debate Topics Introduction
第2回目 Discussion, Speaking Skills Part 1, Academic Debate Development
第3回目 Discussion, Speaking Skills Part 2, Academic Debate Development, Debate formation
第4回目 Discussion, Speaking Skills Review, Mini Debate Preparation
第5回目 Mini Debate Topic Presentation All Teams
第6回目 Discussion, Speaking Skills Part 3: Debate 1 Introduction, Evidence Development
第7回目 Discussion, Speaking Skills Part 4: Debate 1 Development, Evidence Completion
第8回目 Discussion, Speaking Skills Review, Debate 1 Practice
第9回目 First Debate Topic Presentation All Teams
第10回目 Debate Speaking Skills Part 6: Debate 2 Introduction, Evidence Development
第11回目 Debate Speaking Skills Part 7: Debate 2 Development, Evidence Completion
第12回目 Discussion, Speaking Skills Review, Debate 2 Practice
第13回目 Final Debates in Groups
第14回目 Vocabulary Sheet Submission (Google Classroom), Final Debate Review

履修の注意点
Students who would like to study abroad or improve academic communication skills will benefit from taking this course.
This course is a one semester ACE Content Based-Study course. Class size is limited to 16 students. Students taking my other Tuesday content-
based study class cannot take this course, as there will be material shared between the classes. STUDENTS MUST BRING A COMPUTER or
TABLET TO CLASS IN CASE THERE ARE STUDENTS REGISTERED AS ONLINE ONLY. This will also help us communicate interactively
in class without sitting too close to each other.

準備学習の内容
Students will use Google Classroom for all class work submissions for this class. Please consider this before registering. You must have some
degree of proficiency with MS Word or Google Documents, as debate drafts will require online applications to submit documents for the class.

教科書
No textbook required.

参考書
Online resources will be introduced throughout the semester. I will provide instructions on how to use the Google Classroom functions in our
second class

課題に対するフィードバックの方法
We will use Google Classroom for feedback & assignments for the course, Students will need a Gmail address to register for Google Classroom.

成績評価の方法
30% Weekly Review (research collected outside of class for debates and vocabulary sheet to be submitted online)
30% Participation (students will need to be actively involved in the class)
40% Assessment (includes two debates, a mini-debate, debate-releated preparation assignments)

その他
None
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Content-based Study(U)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅰ（Upper Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 金曜 1時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハインズ、マーティン

授業の概要・到達目標
This course will examine major issues currently facing Japan and the world. Examples of the topics, which will be explored, include; multi-
culturalism, Japan's changing society, urban life, Populism - the new face of politics, and image in society. The majority of materials and topics for
discussion will be provided by the lecturer. However, students will be actively encouraged to develop their research skills and bring their own
materials to the classroom. Additionally, students are free to suggest topics, which they may find interesting. Although there is no strict format, all
lessons will feature pair-work / group discussion and will conclude with a listening activity or a short video clip. The aims of this course are to
help students improve their fluency in English, develop their research skills, broaden their vocabulary (through reading assignments) and learn
how to think both critically and reflectively on a range of contentious topics.

授業内容
Week 1. Media Today
Week 2. Populism The New Face of Politics
Week 3. Urban Life
Week 4. Population / Demographics
Week 5. Open Topic
Week 6. The World This Week
Week 7. Cross-Cultural Issues: Education
Week 8. Cross Cultural Issues: Family Life
Week 9. Open Topic
Week 10. Image in Society 1.
Week 11. Image in Society 2.
Week 12. Social Media
Week 13. A look back at 2023
Week 14. Final presentations course review & explanation

履修の注意点
This is a one-semester course. Before the course, students may want to get in the habit of reading an English language newspaper or watching
news bulletins from the mainstream media.

準備学習の内容
Students will be assigned homework on a weekly basis. This will consist of reading comprehension from newspaper articles (provided by the
lecturer) or research.

教科書
There is no textbook for this course. All materials will be provided by the lecturer.

参考書

課題に対するフィードバックの方法
Any Feedback from assignments will be provided after the class.

成績評価の方法
A student`s final grade will be based on the following:
Classroom participation & attendance
Homework
A final presentation

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Content-based Study(Ｍ)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅰ（Mixed）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 水曜 2時限

1単位

1～4年次

講師 永 江 敦

授業の概要・到達目標
≪授業の到達目標及びテーマ≫
日本語の世界でも同じことだけど、英語でもいろいろなジャンルの言葉使いや文体があって、そのジャンル独特の書き方がある。
この授業では、そんな様々なジャンルの英語に触れながら、それを読み解いていく体験をするのが目的である。
原則として、プリントを使用する。
毎時間、必ず課題を出すので、家で頑張ってくること。

授業内容
第1回目：イントロダクション
第2回目：英語の成立
第3回目：雑誌を読む1
第4回目：雑誌を読む2
第5回目：新聞を読む1
第6回目：新聞を読む2
第7回目：歌詞を読む
第8回目：詩を読む
第9回目：広告を読む
第10回目：小説を読む1
第11回目：小説を読む2
第12回目：シナリオを読む
第13回目：アフレコの作り方
第14回目：論文を読む

履修の注意点
ACEの履修規定に従うこと。

準備学習の内容
その都度、指示する。
英語辞典必携。
英和・英々辞典については、初期の段階で詳しく解説する。

教科書
プリントを使用。

参考書
随時、指示する。

課題に対するフィードバックの方法
オーメイジの機能を利用する。

成績評価の方法
授業への参加度と期末試験。

その他
毎回、何らかの課題を出すので必ずやってくること。
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Content-based Study(Ｍ)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅰ（Mixed）【2021年度以前入学者】

【駿河台】 春学期 火曜 1時限

1単位

1～4年次

講師 ジョージ、ジョニーE.

授業の概要・到達目標
ACE II: A Planet Money Chitchat I (Microeconomics)
This class is based on the National Public Radio economic podcast Planet Money. Planet Money uses storytelling to explain economic concepts to a
mainstream audience in an accessible way. We will discuss podcasts from the Planet Money summer school episodes. You will have
conversations about basic economic concepts in English. You will lead one class discussion on an economic concept. You will have a one-on-one
conversation with the teacher on an economics related topic.
OBJECTIVES
Improve your ability to have conversations in English
Use storytelling as a device to explain abstract topics
Discuss basic economics concepts in English

授業内容
1 Course introduction/Class selection
2 Self intros/presentation order Lesson 1 Choices and Dating
3 Lesson 2 Markets and Pickles
4 Lesson 3 Profit and Cocaine
5 Student led lesson 4 Scarcity and Pistachios
6 Student led lesson 5 Tariffs and Santa
7 Student led lesson 6 Taxes and Donald Duck
8 Student led lesson 7 Advertising and Race
9 Student led lesson 8 Risk and Disaster
10 Graduation episode
11 One on one conversations
12 One on one conversations
13 One on one conversations
14 Feedback and Discussion

履修の注意点
None. However, be prepared to work in a class conducted in English.

準備学習の内容
Go to the Planet Money website listed in the references and listen to a few episodes. Go to the Planet Money TikTok to learn more about the
podcast.

教科書
特に使用しない。コースウエブサイトからダウンロードする。
All materials for the class will be provided via Oh-o! Meiji

参考書
Planet Money summer school
https://www.npr.org/2020/07/15/884827691/planet-money-summer-school
Planet Money TikTok
https://www.tiktok.com/@planetmoney?lang=en

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
30% Class participation
40% Leading class
30% One on one talk with instructor about economics

その他
This class is the same as the 1st period Tuesday George ACE II Spring class, except for students of mixed levels of English.
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Content-based Study(U)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅰ（Upper Advanced）【2021年度以前入学者】

【駿河台】 春学期 火曜 1時限

1単位

1～4年次

准教授 兼 子 歩

授業の概要・到達目標
In this class you are expected to achieve basic skills of reading social sciences and humanities texts and of discussing issues related to the texts, both in English.
You will enjoy good opportunities not only to learn oral English but also to deepen your understanding of global political and social issues.

This year we will read articles in Foreign Affairs, a journal published by Council on Foreign Relations, a distinguished think tank in the United States. Topics of
the journal ranges from international politics such as U.S.-Chinese relations to social problems like LGBTQ rights.

Each week one of the students are assigned one of the articles and expected to make a presentation using Powerpoint. After questions from other students, we
are to discuss various issues related to the assigned article.

授業内容
Week 1 introduction

Week 2
Erica Chenoweth and Zoe Marks, “Revenge of the Patriarchs: Why Autocrats Fear Women”

Week 3
Rachel Vogelstein, “Let Women Work: The Economic Case for Feminism”

Week 4
Ronald F. Inglehart, “Giving Up on God: The Global Decline of Religion”

Week 5
Mark A. R. Kleiman, “High Stakes: The Future of U.S. Drug Policy”

Week 6
Cynthia Miller-Idriss, “From 9/11 to 1/6: The War on Terror Supercharged the Far Right”

Week 7
Laurence Ralph, “To Protect and to Serve: Global Lessons in Police Reform”

Week 8
Miyun Park and Peter Singer, “The Globalization of Animal Welfare”

Week 9
MariaRepnikova, “The Balance of Soft Power: The American and Chinese Quests to Win Hearts and Minds”

Week 10
Jeff D. Colgan and Nicholas L. Miller, “The Rewards of Rivalry: U.S.-Chinese Competition Can Spur Climate Progress”

Week 11
Maria Repnikova, “The Balance of Soft Power: The American and Chinese Quests to Win Hearts and Minds”

Week 12
Jan Werner-Muller, “False Flags: The Myth of the Nationalist Resurgence”

Week 13
Kimberly Clausing, “The Progressive Case Against Protectionism: How Trade and Immigration Help American Workers”

Week 14 wrap-up session

履修の注意点
This class is designated as "Upper-Advanced," so you are required to have TOEIC score of 700 or more.

準備学習の内容
You are required to read every assigned article (each contains 3,000-5,000 words) in order to actively participate in discussions. You are also required to give a
presentation on an assigned essay at least once during the semester.

教科書
All the texts in this class will be uploaded on Oh-o! Meiji, so you don't need to buy any textbook.

参考書
I will occasionally introduce books and articles fit for further study on issues in the assigned text.

課題に対するフィードバックの方法
I will make comments on your presentation, and assist you in discussion.

成績評価の方法
Presentation... 40%
Contribution to discussion...60%

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 水曜 2時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ヴァジラサーン、アンディ

授業の概要・到達目標
This course is for intermediate-level students and above who want to gain experience reading, summarizing, and discussing news articles in English.
Objectives of this course include:
1. Building and maintaining vocabulary.
2. Improving reading fluency and reading comprehension
3. Reading, understanding, and explaining the contents of news articles in English
4. Learning and using discussion strategies
5. Writing summaries and commentaries/opinions of new articles.

授業内容
This course is taught in English and class discussions are in English. Every week there will be reading comprehension tasks for short passages. The goal of this task is to push
students to read a little faster every week, while not losing too much comprehension. A stopwatch will be needed to measure your reading times. We will sometimes do oral
reading tasks and students should record their audio. Most smartphones have both a stopwatch and voice memo function which can be used.
Prerequisites and Registration Requirements

SCHEDULE
[Phase 1: Introduction]
1. Course Explanation. Level check tests. Silent reading and oral reading comprehension tasks.
[Phase 2: Practicing news summries]
2. In-class reading tasks. Topic 0 (Teacher's choice) - Practice #1 News article presentations and discussion.
3. In-class reading tasks. Topic 0 (Teacher's choice) ‒ Practice #2 News article presentations and discussion.
[Phase 3: Students' news summaries]
4. In-class reading tasks. Topic 1 - Week 1 News article presentations and discussion.
5. In-class reading tasks. Topic 1 - Week 2 News article presentations and discussion.
6. In-class reading tasks. Topic 1 - Week 3 News article presentations and discussion.
7. In-class reading tasks. Topic 2 - Week 1 News article presentations and discussion.
8. Mid-term Assessment: Students read an article given by the teacher, and write a summary during class time.
9. In-class reading tasks. Topic 2 - Week 2 News article presentations and discussion.
10. In-class reading tasks. Topic 2 - Week 3 News article presentations and discussion.
11. In-class reading tasks. Topic 3 - Week 1 News article presentations and discussion.
12. In-class reading tasks. Topic 3 - Week 2 News article presentations and discussion.
13. In-class reading tasks. Topic 3 - Week 3 News article presentations and discussion.
14. Final assessment: Students read an article given by the teacher, and write a summary during class time.

履修の注意点
Be at the Intermediate level according to ACE policy.
Bring a completed entry sheet with a photo on the first day.

準備学習の内容
Preparation is absolutely required.
• Students will select one to two English-language news articles (from an appropriate news source) per week to read.
• Students will write a report for each news story and use this report to introduce the news articles to other students during group discussions.
• Each report consists of five sections:
1. Reference Information (the article's title, the news source, author, date, page number or URL, etc.)
2. Vocabulary list of useful terms from the news article.
3. Summary (Explain what the article is about AND use the keywords from your section #2 in the summary.
4. Personal Commentary (Express what you think about the article, what you learned from it, what surprised you, etc.)
5. A list of 3 or more discussion questions related to the news stories (NOT questions testing the audience’s understanding of the news.)

教科書
Some materials will be provided by the instructor.

Other materials will be prepared by students themselves: 1-2 news articles a week, each with a summary and commentary by the student.

Access to news articles is required, either in print or online. Talk to your university library about your options. As a university student, you can probably access news websites
through your university library, without paying for subscriptions or memberships.

Printing out or photocopying your chosen news articles is recommended.

参考書
Useful resource for writing citations of online news articles.
https://www.easybib.com/guides/citation-guides/apa-format/how-to-cite-a-newspaper-apa/

課題に対するフィードバックの方法
Feedback will be given in the form of scores and comments for each assignment, or each "set" of assignments, either in Oh-Meiji's Class Web, or to the students directly.

成績評価の方法
Weekly discussion participation points: 30%
News File points (collection of news articles with summaries and commentaries) and 2 assessments: 70%
*Typed reports (not handwritten) are required.
*Participation points are lost in such cases:
No or low level of cooperation / participation, texting in class, Internet browsing without permission, too much personal chitchat, sleeping, forgetting one’s textbook, incomplete
homework.

その他

─ 59 ─



科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 金曜 2時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ライト、アレックス

授業の概要・到達目標
This course will introduce students to the role of psychology in international politics. By studying this subject in English students will improve
their understanding of international politics as well as improve their English at the same time. In the world of international relations, psychology
plays an important role. The thoughts and beliefs of citizens and their leaders can have a strong impact on the choices countries make.
Understanding how psychology affects international relations can give you a better understanding of the world. In addition, understanding
psychology in international relations can help you better understand your own psychology and reflect on your own decision-making. This course
aims to give students the concepts and framework to understand the impact of psychology in international politics. The course also aims to
improve students English through reading, listening and discussion in a natural way that resembles the way native speakers learn their own
language in school. Finally this course aims to give students psychological insights they can apply to their own lives.

授業内容
第1回 Intro to course
第2回 Identity
第3回 Nationalism
第4回 Public opinion
第5回 Leaders beliefs
第6回 Images and signaling
第7回 Debate
第8回 Biases
第9回 Biases part 2
第10回 Misinterpretation
第11回 Thinking of the world as a system
第12回 Resolve, reputation and deterrence
第13回 Presentation
第14回 Test

履修の注意点
This course is a one semester ACE course, class size is limited to 15 students.

準備学習の内容
Make sure you understand the material we cover each week and be sure to look up or ask me about anything you don’t understand. Please be
prepared to speak only in English during class time.

教科書
No textbook purchase is required, all material will be provided by instructor.

参考書
Please see the weekly schedule.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
25% Quizzes
25% Test
25% Debate
25% Presentation

その他
If you have any questions please email me at alexwright48@gmail.com
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 木曜 4時限

1単位

1～4年次

特任講師 デヴェラ、ローナヴェリア L.

授業の概要・到達目標
The course is designed for students to develop and hone practical oral communication skills for interactions with English speakers in daily life.
The class is ideal for students who want to learn how to effectively communicate in English in social and academic settings and to interact without
difficulty and appropriately when participating in different real-life situations.
The lessons are based on actual experiences by foreigners living in Japan and Japanese nationals who have lived in other countries. Students will
be able to reflect and learn from these real-life episodes and explore different cultural patterns that occur in daily life, comparing it with their own
sentiments and experiences.
Focus will be on developing confidence and speaking with fluency and spontaneity, as well as building vocabulary and gaining contemporary
cultural knowledge. Through the course, students will be able to: practice speaking for conversations in daily life and on campus; learn to readily
convey their feelings and thoughts on any topic or issue; exchange ideas with others by actively participating in dialogues and discussions; and
further build their vocabulary, learning words, phrases, and expressions that will be useful in enriching their speech and thus, improve their
spoken fluency.
Class activities include a lot of communicative and cooperative tasks such as small-group discussions, interviews, dialogues, and oral reporting to
enhance students' ability to think critically, creatively, and reflectively about cross-cultural concepts.

授業内容
(Content is subject to change based on the needs of the class)
Week 1: Introduction to the Course | Overview
Weeks 2-3: People | Self-introductions
Weeks 4-5: School | In the classroom
Weeks 6-7: Habits | Sleep and rest
Week 8: Midterm activity
Weeks 9-10: Home | Having guests in your home
Weeks 11-12: Extracurricular activities | In the clubhouse
Week 13: Consultations and preparations for the final project/ presentation
Week 14: Evaluation and assessment | Wrap-Up

履修の注意点
This course welcomes students with a TOEIC score of at least 520 up to 630.
Active participation is necessary for success in class. If you join this class, you are expected to be proactive and contribute to the liveliness of class
activities and discussions to ensure a more engaging classroom atmosphere and enrich the learning experience. You must not be shy in
expressing yourself in front of others and comparing viewpoints. A cooperative attitude is also needed as most activities are designed to
encourage students to share their thoughts, ask questions, and exchange ideas with each other as well as to learn to work with a partner or in
groups.
You must always make every effort to use and speak in English in class.
NOTE: The spring course and fall course use the same textbook but will not necessarily have the same content.

準備学習の内容
Students are expected come to class prepared and ready to contribute to the discussion and be involved in all activities. They must complete
within the given time all assignments, both in- class work and homework and participate as well in out- of- class preparations such as
communicating and working together with classmates for group assignments and meetings.
It would be useful to always bring to class your dictionary, a notebook for taking down lecture notes and vocabulary, and a file folder for keeping
all handouts. The use of devices, i.e. mobile phones, tablets, and computer laptops, will be allowed only for study purposes and with permission
from the professor.

教科書
Richmond, S. and Vannieu, B. (2021) ibunka! Intercultural Communication in Daily Life. Alma Publishing. ISBN 978-4-905343-30-1.
Handouts for exercises and class activities will be given out in class.

参考書
1) ibunka! website 〈https://ibunka.jp/〉
2) Any English dictionary for language learners, a bilingual English/Japanese dictionary or a monolingual English one, either printed, online, or
an app. For dictionary apps, students may use their mobile phones with the professor's permission.

課題に対するフィードバックの方法
Students can directly receive feedback and advice from the professor regarding their work during the class.
Individual consultation sessions will be held as necessary.

成績評価の方法
Attendance and class participation (30%)
In-class work and written assignments, including discussion feedback and homework (40%)
Midterm and final project or presentation (30%)

その他
Refer to the syllabus that the professor provides in class for further information.
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 金曜 2時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハインズ、マーティン

授業の概要・到達目標
The main objective of this course is to improve communication skills. There is a strong emphasis on pair and group-work and obviously, students
are expected to communicate in English, at all times. Additionally, to develop reading skills and expand vocabulary, students will also be given
reading assignments at regular intervals throughout the semester. The majority of materials for discussion will be provided by the lecturer but
students will be encouraged to develop their research skills and bring their own materials to the classroom. Ongoing weekly presentations will be
a feature of the spring semester, with students giving a brief summary of a major news item presently dominating the mainstream media.

授業内容
Week 1. Introduction to the course / The World Today
Week 2. Education
Week 3. Environmental Issues
Week 4. Technology
Week 5. Open Topic
Week 6. Lifestyles: Past & Present
Week 7. Lifestyles: The East & the West
Week 8. Fashion & Trends 1.
Week 9. Fashion & Trends 2. - Image
Week 10. Open Topic
Week 11. The World of Work 1.
Week 12. The World of Work 2.
Week 13. The Power of Advertising
Week 14. Final presentations, course review & explanation

履修の注意点
Before the course, students may want to get in the habit of reading an English language newspaper or watching news bulletins from the
mainstream media.

準備学習の内容
Students will be assigned homework on a weekly basis. This will consist of reading comprehension from newspaper articles, or research. These
assignments will probably entail about 1 hour of extra study.

教科書
There is no course reader or textbook for this course.

参考書
There is no reference book for this course.

課題に対するフィードバックの方法
Feedback can be provided after class

成績評価の方法
Student's final grade will be based on the following:
1. Participation & Attendance
2. Coursework
3. Presentations

その他
Students should be aware that a high percentage of their grade will be allocated to classroom participation and presentations. As such, only
students who are fully committed to improving their communication skills should enroll.

As noted in the course description above, students (when requested) are expected to bring their own research materials to the classroom. This
assignment is not to be taken lightly and only hard copies of research are acceptable. Materials, articles etc., which have only been downloaded
onto small hand-held devices such as smartphones, are not permitted.
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 金曜 4時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハダス、マイケルＭ．

授業の概要・到達目標
This course will focus on developing speaking, listening, and communication skills for academic and general communication purposes. The course
goal is to help students communicate effectively in social and academic environments using the following tasks: pair and group discussions and
presentations, clarification techniques, listening to dialogs and making comments or asking questions, stating opinions and giving reasons, and
using evidence to support an argument. Additionally, the course will work on developing PowerPoint presentation skills through computer-based
presentation tasks. This will be accomplished primarily during small team presentation development and homework tasks.

授業内容
第1回目 Course Introduction and Expectations and Academic Presentation Topics Introduction
第2回目 Discussion, Speaking Skills Part 1, Presentation Topic Development
第3回目 Discussion, Speaking Skills Part 2, Presentation Development, Presentation Q&A format
第4回目 Discussion, Speaking Skills Preview, 1st Presentation Practice
第5回目 1st Presentation Small Group, Topic 1 Question and Answer, Presentation Q&A Discussion
第6回目 Discussion, Speaking Skills Part 3: Topic 1 Presentation Q&A Content Check, Presentation Format
第7回目 Discussion, Speaking Skills Part 3: Topic 1 Presentation to Class
第8回目 Second Presentation Part 4: Topic 2 Presentation Topic Set Up
第9回目 Second Presentation Part 5, Question and Answer, Presentation Topic 2
第10回目 Discussion, Speaking Skills Part 6: Body Language, Presentation Development
第11回目 Discussion, Speaking Skills Part 7: Topic 2 Presentation Q&A Discussion, Presentation Format
第12回目 Discussion, Speaking Skills Part 7: Topic 2 Presentation Development
第13回目 Second Presentations Part 8: Topic 2 Presentation to Class
第14回目 Vocabulary Sheet Submissions (on Google Classroom BEFORE class) & Class Review

履修の注意点
Feedback will be provided online using Google Classroom. Students will need a Gmail account to register for our Google Classroom. You can
submit your account address on Oh O Meiji after our first lesson.

準備学習の内容
Students thinking about studying abroad or looking to improve academic and general communication skills will also benefit from taking this
course.
This course is a one-semester ACE General Communication course. Class size is limited to 16 students.

教科書
Students will use computers for this class. Please consider this carefully before registering. You should have some understanding of Google
Applications (Drive: Documents, Sheets, Slides) and/or MS Office, as debate drafts will be submitted online in our Google Classroom. Late
submissions receive a minus 50% score.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 金曜 4時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハダス、マイケルＭ．

授業の概要・到達目標
This course will focus on developing speaking, listening, and communication skills for academic and general communication purposes. The course
goal is to help students communicate effectively in social and academic environments using the following tasks: pair and group discussions and
presentations, clarification techniques, listening to dialogs and making comments or asking questions, stating opinions and giving reasons, and
using evidence to support an argument. Additionally, the course will work on developing PowerPoint presentation skills through computer-based
presentation tasks. This will be accomplished primarily during small team presentation development and homework tasks.

授業内容
第1回目 Course Introduction and Expectations and Academic Presentation Topics Introduction
第2回目 Discussion, Speaking Skills Part 1, Presentation Topic Development
第3回目 Discussion, Speaking Skills Part 2, Presentation Development, Presentation Q&A format
第4回目 Discussion, Speaking Skills Preview, 1st Presentation Practice
第5回目 1st Presentation Small Group, Topic 1 Question and Answer, Presentation Q&A Discussion
第6回目 Discussion, Speaking Skills Part 3: Topic 1 Presentation Q&A Content Check, Presentation Format
第7回目 Discussion, Speaking Skills Part 3: Topic 1 Presentation to Class
第8回目 Second Presentation Part 4: Topic 2 Presentation Topic Set Up
第9回目 Second Presentation Part 5, Question and Answer, Presentation Topic 2
第10回目 Discussion, Speaking Skills Part 6: Body Language, Presentation Development
第11回目 Discussion, Speaking Skills Part 7: Topic 2 Presentation Q&A Discussion, Presentation Format
第12回目 Discussion, Speaking Skills Part 7: Topic 2 Presentation Development
第13回目 Second Presentations Part 8: Topic 2 Presentation to Class
第14回目 Vocabulary Sheet Submissions (on Google Classroom BEFORE class) & Class Review

履修の注意点
Feedback will be provided online using Google Classroom. Students will need a Gmail account to register for our Google Classroom. You can
submit your account address on Oh O Meiji after our first lesson.

準備学習の内容
Students thinking about studying abroad or looking to improve academic and general communication skills will also benefit from taking this
course.
This course is a one-semester ACE General Communication course. Class size is limited to 16 students.

教科書
Students will use computers for this class. Please consider this carefully before registering. You should have some understanding of Google
Applications (Drive: Documents, Sheets, Slides) and/or MS Office, as debate drafts will be submitted online in our Google Classroom. Late
submissions receive a minus 50% score.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 金曜 4時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ライト、アレックス

授業の概要・到達目標
This class will introduce students to American music and artists from a variety of styles. Students will will learn about historical and modern
styles of American music as well as engage with the music by looking at song lyrics. Students will practice their English through short readings
and lectures, vocabulary practice, in class conversations and discussions about the material, and presentations.

授業内容
第1回 Course introduction, introduction to part 1: Historical music styles
第2回 Jazz part 1
第3回 Jazz part 2
第4回 Jazz part 3
第5回 Blues part 1
第6回 Blues part 2
第7回 Presentation 1, introduction to part 2: Modern music styles
第8回 Rock and roll
第9回 R&B
第10回 Pop
第11回 Hip hop
第12回 Rock
第13回 Presentation 2
第14回 Test

履修の注意点
This course is a one semester ACE course, class size is limited to 15 students.

準備学習の内容
Make sure you understand the material we cover each week and be sure to look up or ask me about anything you don’t understand. Please be
prepared to speak only in English during class time.

教科書
No textbook purchase is required, all material will be provided by instructor.

参考書
Please see the weekly schedule.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
25% Quizzes
25% Test
25% Presentation 1
25% Presentation 2

その他
If you have any questions please email me at alexwright48@gmail.com
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 月曜 3時限

1単位

1～4年次

講師 ヨーク ジェームズ

授業の概要・到達目標
この授業は、「Games and Politics」というテーマで、ゲームの教育的可能性を活かし、政治経済学生に必要な語彙力や知識を英語で養うことを
目指す。
学生は、以下のスキルを習得する
• ゲーム理論の知識（戦略的状況、双行列ゲーム、原初状態、損益、など）
• 政治経済のトピックスを英語で話せるようになる
• ゲームの知識を深める。

授業内容
第1回 イントロダクション（授業内容や達成目標）
第2回 ゲーム1：学ぶ（ルール、歴史、語彙、文法）
第3回 ゲーム1：プレイする
第4回 ゲーム1：政治や経済的にゲーム1を分析する
第5回 ゲーム1：再度プレイする（スピーキングテスト）
第6回 ゲーム2：学ぶ（ルール、歴史、語彙、文法）
第7回 ゲーム2：プレイする
第8回 ゲーム2：政治や経済的にゲーム2を分析する
第9回 ゲーム2：再度プレイする（スピーキングテスト）
第10回 ゲーム3：学ぶ（ルール、歴史、語彙、文法）
第11回 ゲーム3：プレイする
第12回 ゲーム3：政治や経済的にゲーム3を分析する
第13回 ゲーム3：再度プレイする（スピーキングテスト）
第14回 期末発表

履修の注意点
• Students will need a smartphone in order to record their gameplay session.
• A laptop computer is helpful for completing activities, but a desktop computer at home will also suffice.
• The class will have reading, writing, speaking and listening components, but the main skill evaluated is speaking, so be prepared to speak a lot in
this class.
• Finally, and this is important: this class is an English class, not a “gaming class,” so students should be prepared to use English at all times, both as
a language during gameplay sessions and also during discussion and analysis activities.

準備学習の内容
なし

教科書
なし

参考書
なし

課題に対するフィードバックの方法
Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。

成績評価の方法
Speaking tests x3 (90%)
Final Reflection (10%)

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 水曜 4時限

1単位

1～4年次

講師 ジョージ、ジョニーE.

授業の概要・到達目標
Create a DIY TED Talk
TED (Technology Entertainment and Design) talks have recently served as the premier online platform for excellence in presentation. TED's
exploration of social issues through the voices of dynamic, charismatic speakers has made it into an online phenomenon. While you may have seen
a TED talk, have you ever aspired to GIVE a TED talk? In this course we will watch and analyze TED talks to try to understand what makes such
presentations effective. We will also consider the limitations of the prototypical TED talk, which appears to have an underlying protocol regarding
the thematic requirements. Finally, you will prepare your TED talk (with assistance) and present it to the class!
OBJECTIVES
Create clear, concise, engaging presentation content
Play to your strengths in speech and manner when presenting
Increase your awareness of presentation styles and strategies
This course focuses on practice and improvement of your presentation skills with lots of feedback. You will discuss effective presentation skills
with video examples. Afterwards you will present your TED talk and provide detailed feedback to your classmates’ talks. The remainder of the
course primarily involves presentations along with discussion of instructor and peer/self feedback. Homework includes: finding video examples of
effective speaking; preparing for presentations; and giving feedback. The materials and support for this class will be targeted towards
intermediate English level students.

授業内容
1 Self intros/what is TED?/what makes an effective presentation discussion
2 Qualities of an effective presentation/ What’s so special about TED?
3 Structure: introduction, body, conclusion (THEME/message)
4 How to tell a story -Beasty vs Tom Thum
5 Present your favourite talks
6 Present your favourite talks
7 Group presentation workshop
8 Group created presentations-- Emulate a TED Talk
9 Student TED talk videos
10 Preparation help and practice
11 Your TED talks
12 Your TED talks
13 Your TED talks
14 Feedback and Discussion

履修の注意点
None. However, be prepared to work in a class conducted in English.

準備学習の内容
Go to the TED website listed under references. Watch any videos you find interesting and read some of the transcripts.

教科書
特に使用しない。コースウエブサイトからダウンロードする。
All materials for the class will be provided via Oh-o! Meiji

参考書
The TED website -- https://www.ted.com/
Writing assistance social network -- http://lang-8.com/
Pronunciation help website -- https://forvo.com/

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
Class participation 10%
Feedback to other students 20%
Two minor presentations 30%
One major presentation 40%

その他
None
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 金曜 2時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ライト、アレックス

授業の概要・到達目標
This course will teach you how to speak in a variety of situations in English more naturally. People use language to do many things, like

apologize, greet each other and make requests of each other. In this course we learn about English “Pragmatics”. “Pragmatics” is the study of how
native speakers perform actions like greeting and requesting naturally and the differences in how speakers perform these actions in different
languages. For example, an English speaker is more likely to accept a compliment directly than a Japanese speaker. This course will explore how
to perform many actions in English including, apologizing, complaining, complimenting, greeting, inviting, refusing, requesting and thanking as
well as how to take turns and open and close a conversation in a natural way. It will also explore how many of these actions are performed in a
different way in English than in Japanese. Students will learn both the natural language and culturally appropriate strategies to perform these
important actions.

授業内容
第1回 Intro to course, greetings and conversation openings
第2回 Compliments
第3回 Invitations
第4回 Requests
第5回 Refusals
第6回 Thanks
第7回 Skit 1
第8回 Complaints
第9回 Apologies
第10回 Turn taking: how to know when to speak
第11回 Topic management and storytelling
第12回 Closing conversations
第13回 Skit 2
第14回 Test

履修の注意点
This course is a one semester ACE course, class size is limited to 15 students.

準備学習の内容
Make sure you understand the material we cover each week and be sure to look up or ask me about anything you don’t understand. Please be
prepared to speak only in English during class time.

教科書
No textbook purchase is required, all material will be provided by instructor.

参考書
Please see the weekly schedule.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
25% Quizzes
25% Test
25% Skit 1
25% Skit 2

その他
If you have any questions please email me at alexwright48@gmail.com
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 水曜 1時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ヴァジラサーン、アンディ

授業の概要・到達目標
This is a listening and speaking course with a focus on vocabulary. Vocabulary knowledge is a key component of listening comprehension and oral
expression. Students will learn to recognize and produce high- frequency idioms, phrases, and expressions, which are useful in various
conversational situations. Classroom activities aim to introduce new terms and have students actively practice in conversations and discussions.
Written homework will give students a chance to reinforce and internalize their new vocabulary knowledge.

授業内容
第1回目 Course Introduction and Expectations, Interviews
第2回目 Unit 1 “Getting Cold Feet” Themes: love, marriage, expressing anxiety, giving advice
第3回目 Unit 1 “Getting Cold Feet” Themes: love, marriage, expressing anxiety, giving advice
第4回目 Unit 1 “Getting Cold Feet” Themes: love, marriage, expressing anxiety, giving advice; Speaking Day
第5回目 Unit 2 “Pulling an all-nighter” Themes: school pressure, complaining and giving advice; Quiz 1
第6回目 Unit 2 “Pulling an all-nighter” Themes: school pressure, complaining and giving advice
第7回目 Unit 2 “Pulling an all-nighter” Themes: school pressure, complaining and giving advice; Speaking Day
第8回目 Unit 3 “Are we couch potatoes?” Themes: TV, home parties, expressing opinions; Quiz2
第9回目 Unit 3 “Are we couch potatoes?” Themes: TV, home parties, expressing opinions
第10回目 Unit 3 “Are we couch potatoes?” Themes: TV, home parties, expressing opinions; Speaking Day
第11回目 Unit 4 “A really big blackout” Themes: emergencies, expressing surprise, relief, regret; Quiz 3
第12回目 Unit 4 “A really big blackout” Themes: emergencies, expressing surprise, relief, regret;
第13回目 Unit 4 “A really big blackout” Themes: emergencies, expressing surprise, relief, regret; Speaking Day
第14回目 Test Day

履修の注意点
Students are welcome to take this course one semester or both semesters since the contents will be different each semester.
Bring your entry sheet with photo on the first day.
Be Intermediate level according to ACE policy.

準備学習の内容
Expect to speak in ENGLISH ONLY with the teacher AND with your classmates. This includes ALL types of interaction, not only “lesson”
activities and discussions, but also casual talking (borrowing a pen, asking about weekend plans.) When you enter the classroom, you enter an
English Zone.
(You will improve SO MUCH from this experience.)
Homework and other assignments MUST be completed before you enter the classroom.

教科書
The textbook below will be used for Spring and Fall Semesters (different chapters).
Course Textbook: All Clear: Listening and Speaking, Level 2, 3rd edition Student Book
by Helen Kalkstein Fragiadakis
ISBN-13: 978-1413017045
Price: approximately ¥3,000

Additional material may be selected and developed by the instructor for use in this course.
Online resources will be made available to students for independent study.

参考書
Any useful dictionary

課題に対するフィードバックの方法
Feedback on assignments will be given in class as a group, and also individually as scores and homework comments.

成績評価の方法
30% Active class participation, including adherence to an English-only policy, and a positive attitude
20% Homework and other assignments
30% End of term exam
20% End-of-Unit Quizzes

その他
Create a free account on Quizlet.com and download the app on your device. You can access online flashcards that I have created for this class.
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 水曜 4時限

1単位

1～4年次

特任講師 パスクッチ、ルアン K.

授業の概要・到達目標
Reading and Discussing Fiction: Charlie and the Chocolate Factory

This course is designed to improve reading and speaking skills through reading and analyzing a work of fiction. Students will also build
vocabulary, grammar knowledge, and various critical thinking skills.

If you want to read a famous and enjoyable story, talk about it, and learn a little about culture, then this is the class for you!

授業内容
The course contents are:

Story Unit:

1. Read Charlie and the Chocolate Factory, by Roald Dahl.
2. Screen the film Willy Wonka and the Chocolate Factory (1972).

From the above contents, students will summarize, compare and contrast, and give their opinion of the story and characters.

Criticism Unit:

Students will read commentary of the story from varying disciplines and mediums (academic articles and blog posts). From this unit, students
will be able to look at this piece of fiction and find the underlying political and cultural assumptions and implications, and learn and discuss how
they can be problematic.

Curiosity Unit:

Students will seek out a new candy and either prepare it or purchase it, taste it, and report on their experience.

履修の注意点
There are no prerequisites for this course.
Students should be ready to use English in the class with minimal or no Japanese.
Please ensure that you are signing up for ACE courses that are at your level of English proficiency.

準備学習の内容
Students should make sure to complete reading and homework assignments before the start of class, as well as regularly review the content and
language of the previous classes.

This class requires very intensive reading, so please be ready for that. However, this story is very famous and beloved, and at an excellent level for
improving your English.

教科書
Charlie and the Chocolate Factory, by Roald Dahl, illustrated by Quentin Blake
ISBN: 978-0142410318

参考書
Willy Wonka and the Chocolate Factory (1972 film)
Other materials will be prepared for students as needed and uploaded to Oh-o! Meiji.

課題に対するフィードバックの方法
60% Classwork and homework

Classwork and homework will consist of various assignments, including but not limited to:
Chapter summaries
Comparisons of book and film
Opinions
Quizzes on content, grammar, and vocabulary

40% Projects

Larger project assessments will be done for the Criticism and Curiosity units. Students will need to do research and preparation outside of class
and deliver either a presentation or a paper for each unit.

成績評価の方法

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 金曜 4時限

1単位

1～4年次

特任講師 デヴェラ、ローナヴェリア L.

授業の概要・到達目標
The ACE course focuses on training students to develop their communication skills through video material from the online platform of TED.com.
The lessons make use of a combination of readings and video segments taken from popular TED Talks featuring experts from diverse
backgrounds who speak on universal themes such as technology, psychology, leadership, and the environment.
This course is recommended for students who want to learn using authentic material made for English speakers and desire to hone their skills in
listening, reading, basic research, and especially in speaking through discussion, public speaking, and making presentations. The class is ideal for
developing teamwork and collaboration skills and improving interpersonal skills.
Students will learn new concepts and vocabulary on a variety of academic and sociocultural content that are relevant in modern society and
which－as learners in the 21st century and being students of economics, local governance, and political science－they can relate to. These topics
are meant to encourage a lively exchange among students, for them to learn how to respond whether in agreement or disagreement, how to weigh
arguments, and how to form their opinion.
Class activities also involve reading an assortment of text types, small-group discussions based on the readings, and pair or group work where
students get to work collaboratively in the form of tasks such as reports, projects, or joint presentations.

授業内容
Week 1: Introduction to the course | Overview
Weeks 2 to 4: Leadership: Reading a magazine-style article | Video ‒ Movements
Weeks 4 to 6: The Environment: Reading a scientific article | Video ‒ Forest conservation
Weeks 6 to 8: Education: Reading a research report | Video ‒ Key to success
Weeks 8 to 10: Behavior/ Psychology: Reading a research report | Video ‒ Body language
Weeks 10 to 12: Statistics/ Economics: Reading a magazine-style article | Video ‒ Data visualization
Week 13: Presentation planning
Week 14: Final presentations Wrap-up | Evaluation and Assessment

履修の注意点
Students with a TOEIC score of 600 and above are welcome to join the course.
Active participation is necessary for success in class. If you join this class, you are expected to be proactive and contribute to the liveliness of class
activities and discussions to ensure a more engaging classroom atmosphere and enrich the learning experience. You must not be shy in
expressing yourself in front of others and comparing viewpoints. A cooperative attitude is also needed as most activities are designed to
encourage students to share their thoughts, ask questions, and exchange ideas with each other as well as to learn to work with a partner or in
groups.
Always make every effort to use and speak in English in class.

準備学習の内容
Students are expected come to class prepared and ready to contribute to the discussion and be involved in all activities. They must complete
within the given time all class assignments, including in-class work and homework and participate as well in out-of-class preparations such as
communicating and working together with classmates for pair/group assignments and meetings.
It would be useful to always bring to class your dictionary, a notebook for taking down lecture notes and vocabulary, and a file folder for keeping
all handouts. The use of devices, i.e. mobile phones, tablets, and computer laptops, will be allowed only for study purposes and with permission
from the professor.

教科書
Blass, L., Vargo, M. and Yeates, E. 21st Century Reading 2: Creative Thinking and Reading with TED Talks. Cengage/ National Geographic
Learning. ISBN 978-1-305-26570-7.
Handouts for class activities and exercises will also be given out in the course of the semester.

参考書
1) Any English dictionary for language learners, a bilingual English/Japanese dictionary or better yet, an all-English dictionary for English
learners, either printed, online, or an app
2) TED Ideas worth spreading 〈https://www.ted.com/talks〉
3) TED Talks channel 〈https://www.youtube.com/c/TED〉
4) National Geographic Learning videos 〈https://eltngl.com/sites/21st-century-reading/student/book-2/video〉

課題に対するフィードバックの方法
Students can directly receive feedback and advice from the professor regarding their work during the class.
Individual consultation sessions will be held as necessary.

成績評価の方法
Attendance and class participation (30%)
In-class work and written assignments, including homework (40%)
Presentations (30%)

その他
Refer to the syllabus that the professor provides in class for further information.
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 金曜 1時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハダス、マイケルＭ．

授業の概要・到達目標
This course will focus on developing speaking, listening, and communication skills for academic and general communication purposes. The course
goal is to help students communicate effectively in social and academic environments using the following tasks: pair and group discussions and
presentations, clarification techniques, listening to dialogs and making comments or asking questions, stating opinions and giving reasons, and
using evidence to support an argument. Additionally, the course will work on developing PowerPoint presentation skills through computer-based
presentation tasks. This will be accomplished primarily during small team presentation development and homework tasks.

授業内容
第1回目 Course Introduction and Expectations and Academic Presentation Topics Introduction
第2回目 Discussion, Speaking Skills Part 1, Presentation Topic Development
第3回目 Discussion, Speaking Skills Part 2, Presentation Development, Presentation Q&A format
第4回目 Discussion, Speaking Skills Preview, 1st Presentation Practice
第5回目 1st Presentation Small Group, Topic 1 Question and Answer, Presentation Q&A Discussion
第6回目 Discussion, Speaking Skills Part 3: Topic 1 Presentation Q&A Content Check, Presentation Format
第7回目 Discussion, Speaking Skills Part 3: Topic 1 Presentation to Class
第8回目 Second Presentation Part 4: Topic 2 Presentation Topic Set Up
第9回目 Second Presentation Part 5, Question and Answer, Presentation Topic 2
第10回目 Discussion, Speaking Skills Part 6: Body Language, Presentation Development
第11回目 Discussion, Speaking Skills Part 7: Topic 2 Presentation Q&A Discussion, Presentation Format
第12回目 Discussion, Speaking Skills Part 7: Topic 2 Presentation Development
第13回目 Second Presentations Part 8: Topic 2 Presentation to Class
第14回目 Vocabulary Sheet Submissions (on Google Classroom BEFORE class) & Class Review

履修の注意点
Feedback will be provided online using Google Classroom. Students will need a Gmail account to register for our Google Classroom. You can
submit your account address on Oh O Meiji after our first lesson.

準備学習の内容
Students thinking about studying abroad or looking to improve academic and general communication skills will also benefit from taking this
course.
This course is a one-semester ACE General Communication course. Class size is limited to 16 students.

教科書
Students will use computers for this class. Please consider this carefully before registering. You should have some understanding of Google
Applications (Drive: Documents, Sheets, Slides) and/or MS Office, as debate drafts will be submitted online in our Google Classroom. Late
submissions receive a minus 50% score.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(U)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Upper Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 水曜 5時限

1単位

1～4年次

特任講師 パスクッチ、ルアン K.

授業の概要・到達目標
Profanity and Slurs

This course will examine the meanings, origins, grammatical structures, and effects of profanity and slurs in English through sociolinguistic and
social justice perspectives. Overall, the goal is not to teach students how to use these words, but rather how they are used and how to accurately
interpret and safely react to them when they are used by others.

WARNING 1: ANY abusive or inappropriate use of these words in or out of class will not be tolerated. The student will be failed and reported to
the university for violating the student Code of Conduct.

WARNING 2: Content warning: offensive content. If you are uncomfortable with offensive or hurtful words, this course will be difficult.

授業内容
Unit 1: An introduction to sociolinguistics (approximately 3 weeks)
Unit 2: Profanity (approximately 6 weeks)
Unit 3: Slurs (approximately 5 weeks)

履修の注意点
There are no prerequisites to this course.
Students should be ready to use English in the class with minimal or no Japanese.

準備学習の内容
Students are encouraged to read the University's Code of Conduct before enrolling in the course.
Students should make sure to complete reading and homework assignments before the start of class, as well as regularly review the content and
language of the previous classes.

教科書
No textbook is required.

参考書
Netflix series 'The History of Swear Words'

課題に対するフィードバックの方法
60%: Classwork and homework
40%: Projects

成績評価の方法

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(M)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Mixed）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 水曜 4時限

1単位

1～4年次

特任講師 デヴェラ、ローナヴェリア L.

授業の概要・到達目標
The main objective of this ACE course is to strengthen all aspects of students' English-speaking ability and offers good speaking opportunities for
students who feel the need to develop their fluency and to increase their confidence for participation in social and academic conversations. The
class will use an approach that incorporates other skills such as listening, reading, writing, and vocabulary in different classroom activities.
In this course, students not only develop and gain confidence in speaking but they can focus on preparing themselves for real-life communication,
with the use of themes and language frequently used in daily life covering a variety of topics and includes student-generated content based on
experiences of other English learners. The lessons are also designed to help address issues that students often face such as improving
pronunciation, avoiding common mistakes, honing critical thinking skills, and understanding colloquial language in order to become more
confident and effective communicators in English.
Part of the course content features lessons that focus specifically on developing speaking skills that allow students to interact with each other and
work collaboratively in tasks involving information sharing and decision-making. Class activities include various skill-based exercises and drills,
listening tasks, combined skills lessons making use of reading or listening text with writing, and will have a mix of individual, pair, and group work.

授業内容
(Content is subject to change based on the needs of the class)
Week 1: Introduction to the course | Overview
Week 2: Talking about personalities
Week 3: What makes a leader?
Week 4: Talking about personal interests
Week 5: What to bring for moving/traveling
Week 6: Talking about your city
Week 7: Secret spots
Week 8: Review/ Midterm activity
Week 9: Talking about city problems and solutions
Week 10: If everyone plants something
Week 11: Talking about musical tastes
Week 12: Changing tastes in entertainment
Week 13: Talking about subjects in school
Week 14: Review | Evaluation and assessment | Wrap-Up

履修の注意点
This course welcomes students with a TOEIC score of at least 520.
Active participation in class is necessary. Students who wish to enroll in the course must be willing to speak out and be not shy in expressing their
ideas in class and in sharing and comparing viewpoints. A cooperative attitude is also needed as most activities are designed to encourage
students to share their thoughts, ask questions, and exchange ideas with each other as well as to learn to work with a partner or in groups.
Please make every effort to always use and speak in English in class.

準備学習の内容
Students are expected come to class prepared and ready to contribute to the discussion and be involved in all activities. They must complete
within the given time all class assignments, including in-class work and homework and participate as well in out-of-class preparations such as
communicating and working together with classmates for group assignments and meetings.
It would be useful to always bring to class your dictionary, a notebook for taking down lecture notes and vocabulary, and a file folder for keeping
all handouts. The use of devices, i.e. mobile phones, tablets, and computer laptops, will be allowed only for study purposes and with permission
from the professor.

教科書
Leslie Anne Hendra, Mark Ibbotson, and Kathryn O’Dell. Evolve Level 3 Student's Book. Cambridge University Press. 978-1-108-40528-7.
Handouts for class activities and exercises will also be given out in the course of the semester.

参考書
Any English dictionary for language learners, a bilingual English/Japanese dictionary or a monolingual English one, either printed, online, or an
app.

課題に対するフィードバックの方法
Students can directly receive feedback and advice from the professor regarding their work during the class.
Individual consultation sessions will be held as necessary.

成績評価の方法
Attendance and class participation (30%)
In-class work and written assignments, including homework (30%)
Speaking tasks (40%)

その他
Refer to the syllabus that the professor provides in class for further information.
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 水曜 2時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ヴァジラサーン、アンディ

授業の概要・到達目標
Learn to THINK like a police detective. Pick up bits of information and think logically about how it all connects. Giving students a chance to think
like a detective to solve crimes is a fun way to encourage critical thinking skills and cooperative discussion.
In this course, students will read 2 fictional crime stories in order to practice how to do critical thinking, summarize ideas, participate in and lead
discussions. Each story is six chapters long and each chapter contains about ten pages.
Every chapter reveals a little more information than the last. Students can pick expressions related to law, crime, and human relationships.
Before each class meeting, students must read the assigned chapter, attempt the "puzzle" at the end of each chapter (questions about the
vocabulary and the story information), and make notes in their personal "detective notebook".
In class, groups of students will hold a discussion to review the chapter, check their understanding of the facts and evidence available, check their
puzzle answers together, and prepare a list of questions for the teacher about vocabulary or story points that need clarification.
There will be a quiz every week on the chapter assigned for that week. The textbook cannot be used during the quiz, however, the students' notes
may be used.

授業内容
Week 1. Course Introduction. Crime Talk. Pre-reading pages. HW is to read Story 1, Chapter 1, and do the puzzle
Week 2 Story 1: The Inverted Eagle
Discussion and Quiz of Chapter 1 “The Scene of the Crime”. HW Read Chapter 2 and do the puzzle.
Week 3 Discussion and Quiz of Chapter 2 “Three Interviews”. HW Read Chapter 3 and do the puzzle.
Week 4 Discussion and Quiz of Chapter 3 “The Hospital”. HW Read Chapter 4 and do the puzzle.
Week 5 Discussion and Quiz of Chapter 4 “The Suspect”. HW Read Chapter 5 and do the puzzle.
Week 6 Discussion and Quiz of Chapter 5 “Family Secrets”. HW Read Chapter 6 and do the puzzle.
Week 7 Discussion and Quiz of Chapter 6 “The Arrest”.
Week 8 Wrap-up & Midterm Assessment. HW Read Story 2 Crime Talk and Chapter 1 and do the puzzle.
Week 9 Story 2: Death on U Street
Discussion and Quiz of Chapter 1 “The Victim”. HW Read Chapter 2 and do the puzzle.
Week 10 Discussion and Quiz of Chapter 2 “Blackmail”. HW Read Chapter 3 and do the puzzle.
Week 11 Discussion and Quiz of Chapter 3 “The Videotape”. HW Read Chapter 4 and do the puzzle.
Week 12 Discussion and Quiz of Chapter 4 “The Letter”. HW Read Chapter 5 and do the puzzle.
Week 13 Discussion and Quiz of Chapter 5 “The Meeting”. HW Read Chapter 6 and do the puzzle.
Week 14 Discussion and Quiz of Chapter 6 “Guilty, Guilty, Guilty”.
Final Exam online given in Class Web
*Adjustments to this schedule may be made in terms of contents and pace due to class needs

履修の注意点
Be at the Intermediate level according to ACE policy. Bring a completed entry sheet with photo on the first day.

準備学習の内容
It is required to read the entire chapter assigned for that week and attempt the homework puzzles by yourself BEFORE coming to class.

*All homework reading & questions should be done BEFORE coming to class.
Rushing to finish homework in the classroom during the class period will not count.

*Create a FREE account on www.quizlet.com to access the online flashcards for each chapter's content.

教科書
Required Textbook:
Whodunit
by Adam Gray & Marcos Benevides
Abax Publishing (2010, 2013) 9781785470912

参考書
Any useful dictionary.
Create a free account on quizlet.com for accessing the online vocabulary and flashcard practice.

課題に対するフィードバックの方法
Feedback on Quizzes will be given after they are scored by the teacher.
Feedback on discussions will happen during the class time.

成績評価の方法
The final grade will be calculated this way:

In-class participation points: 30%
12 quizzes: 30%
2 assessments (Story 1 & Story 2): 40%

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 金曜 3時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハインズ、マーティン

授業の概要・到達目標
The main objective of this course is to improve communication skills. There is a strong emphasis on pair and group-work and obviously, students
are expected to communicate in English, at all times. Additionally, to develop reading skills and expand vocabulary, students will also be given
reading assignments at regular intervals throughout the semester. The majority of materials for discussion will be provided by the lecturer but
students will be encouraged to develop their research skills and bring their own materials to the classroom. Ongoing weekly presentations will be
a feature of the course with students giving a brief summary of a major news item presently dominating the mainstream media.

授業内容
Week 1. Introduction to the course / The World Today
Week 2. Hobbies & Interests 1
Week 3. Hobbies & Interests 2
Week 4. Open Topic
Week 5. Health & Fitness 1
Week 6. Health & Fitness 2
Week 7. The Power of Advertising 1
Week 8. The Power of Advertising 2
Week 9. Open Topic
Week 10. Education1
Week 11. Education 2
Week 12. Open Topic
Week 13. Travel & Summer plans
Week 14. Presentations, course review & explanation

履修の注意点
Before the course, students may want to get in the habit of reading an English language newspaper or watching news bulletins from the
mainstream media.

準備学習の内容
Students will be assigned homework on a weekly basis. This will consist of reading comprehension from newspaper articles, or research. These
assignments will probably entail about 1 hour of extra study.

教科書
There is no course reader or textbook for this course.

参考書
There is no reference book for this course.

課題に対するフィードバックの方法
Feedback can be given after class.

成績評価の方法
Student's final grade will be based on the following:
1. Participation & Positive Attitude
2. Coursework
3. Presentation

その他
Students should be aware that a high percentage of their grade will be allocated to classroom participation and presentations. As such, only
students who are fully committed to improving their communication skills should enroll.

As noted in the course description above, students (when requested) are expected to bring their own research materials to the classroom. This
assignment is not to be taken lightly and only hard copies of research are acceptable. Materials, articles etc., which have only been downloaded
onto small hand-held devices such as smartphones, are not permitted.
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 木曜 4時限

1単位

1～4年次

特任講師 パスクッチ、ルアン K.

授業の概要・到達目標
Improving Speaking Fluency: Grammar and Pronunciation

Please consider this course if you want to speak English faster and more comprehensibly in conversations. The course will cover various
situations in which students can practice describing, comparing, and evaluating, with improved ability to communicate their true emotions and
sound like their natural selves in a second language.

The goals of this course are:

1. to learn and refine use of spoken English grammar
2. to learn and refine English pronunciation principles
3. to gain ability to speak in English with greater ease and at longer length

授業内容
1. Grammar content:

Verb tense and aspect
Modals and semi-modals
Adverbials
Articles, pronouns, and prepositions
Punctuation (for added reading and writing ease)

2. Pronunciation content:

Vowel sounds
Consonant sounds
Stress patterns
Regional accents and vocabulary

3. Functional content (Note: these are examples of situations in which students will practice the above grammar and pronunciation content. More
will be added according to student need and interest)：

Interjections based on situation
Agreeing and disagreeing based on the conversation partner
Scary and exciting situations
Sarcasm

履修の注意点
There are no prerequisites for this course.
Students should be ready to use English in the class with minimal or no Japanese.
Please ensure that you are signing up for ACE courses that are at your level of English proficiency.

準備学習の内容
Students should make sure to complete reading and homework assignments before the start of class, as well as regularly review the content and
language of the previous classes.

教科書
To be announced at a later date.

参考書

課題に対するフィードバックの方法
60% Classwork and homework
-taking notes, completing exercises, asking questions, practicing pronunciation, partner and group discussions, quizzes, etc.
20% Projects
-situation creation and scene performance
-regional words and accents presentations
20% Tests
-2 grammar tests will be given in the semester

成績評価の方法

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 木曜 4時限

1単位

1～4年次

特任講師 デヴェラ、ローナヴェリア L.

授業の概要・到達目標
The course is designed for students to develop and hone practical oral communication skills for interactions with English speakers in daily life.
The class is ideal for students who want to learn how to effectively communicate in English in social and academic settings and to interact without
difficulty and appropriately when participating in different real-life situations.
The lessons are based on actual experiences by foreigners living in Japan and Japanese nationals who have lived in other countries. Students will
be able to reflect and learn from these real-life episodes and explore different cultural patterns that occur in daily life, comparing it with their own
sentiments and experiences.
Focus will be on developing confidence and speaking with fluency and spontaneity, as well as building vocabulary and gaining contemporary
cultural knowledge. Through the course, students will be able to: practice speaking for conversations in daily life and on campus; learn to readily
convey their feelings and thoughts on any topic or issue; exchange ideas with others by actively participating in dialogues and discussions; and
further build their vocabulary, learning words, phrases, and expressions that will be useful in enriching their speech and thus, improve their
spoken fluency.
Class activities include a lot of communicative and cooperative tasks such as small-group discussions, interviews, dialogues, and oral reporting to
enhance students' ability to think critically, creatively, and reflectively about cross-cultural concepts.
This fall course follows the same structure as the spring course but with a different set of themes.

授業内容
(Content is subject to change based on the needs of the class)
Week 1: Introduction to the Course | Overview
Weeks 2-3: People | Self-introductions
Weeks 4-5: Shopping | In a shop
Weeks 6-7: Home | Parents and children
Week 8: Midterm activity
Weeks 9-10: Relationships | Romance and relationships
Weeks 11-12: Chatting | Conversation and discussion
Week 13: Consultations and preparations for the final project/ presentation
Week 14: Evaluation and assessment | Wrap-Up

履修の注意点
This course welcomes students with a TOEIC score of at least 520 up to 630.
Active participation is necessary for success in class. If you join this class, you are expected to be proactive and contribute to the liveliness of class
activities and discussions to ensure a more engaging classroom atmosphere and enrich the learning experience. You must not be shy in
expressing yourself in front of others and comparing viewpoints. A cooperative attitude is also needed as most activities are designed to
encourage students to share their thoughts, ask questions, and exchange ideas with each other as well as to learn to work with a partner or in
groups.
You must always make every effort to use and speak in English in class.
NOTE: The spring course and fall course use the same textbook but will not necessarily have the same content.

準備学習の内容
Students are expected come to class prepared and ready to contribute to the discussion and be involved in all activities. They must complete
within the given time all assignments, both in- class work and homework and participate as well in out- of- class preparations such as
communicating and working together with classmates for group assignments and meetings.
It would be useful to always bring to class your dictionary, a notebook for taking down lecture notes and vocabulary, and a file folder for keeping
all handouts. The use of devices, i.e. mobile phones, tablets, and computer laptops, will be allowed only for study purposes and with permission
from the professor.

教科書
Richmond, S. and Vannieu, B. (2021) ibunka! Intercultural Communication in Daily Life. Alma Publishing. ISBN 978-4-905343-30-1.
Handouts for exercises and class activities will be given out in class.

参考書
1) ibunka! website 〈https://ibunka.jp/〉
2) Any English dictionary for language learners, a bilingual English/Japanese dictionary or a monolingual English one, either printed, online, or
an app. For dictionary apps, students may use their mobile phones with the professor's permission.

課題に対するフィードバックの方法
Students can directly receive feedback and advice from the professor regarding their work during the class.
Individual consultation sessions will be held as necessary.

成績評価の方法
Attendance and class participation (30%)
In-class work and written assignments, including discussion feedback and homework (40%)
Midterm and final project or presentation (30%)

その他
Refer to the syllabus that the professor provides in class for further information.
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 金曜 1時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハダス、マイケルＭ．

授業の概要・到達目標
This course will focus on developing speaking, listening, and communication skills for academic and general communication purposes. The course
goal is to help students communicate effectively in social and academic environments using the following tasks: pair and group discussions and
presentations, clarification techniques, listening to dialogs and making comments or asking questions, stating opinions and giving reasons, and
using evidence to support an argument. Additionally, the course will work on developing PowerPoint presentation skills through computer-based
presentation tasks. This will be accomplished primarily during small team presentation development and homework tasks.

授業内容
第1回目 Course Introduction and Expectations and Academic Presentation Topics Introduction
第2回目 Discussion, Speaking Skills Part 1, Presentation Topic Development
第3回目 Discussion, Speaking Skills Part 2, Presentation Development, Presentation Q&A format
第4回目 Discussion, Speaking Skills Preview, 1st Presentation Practice
第5回目 1st Presentation Small Group, Topic 1 Question and Answer, Presentation Q&A Discussion
第6回目 Discussion, Speaking Skills Part 3: Topic 1 Presentation Q&A Content Check, Presentation Format
第7回目 Discussion, Speaking Skills Part 3: Topic 1 Presentation to Class
第8回目 Second Presentation Part 4: Topic 2 Presentation Topic Set Up
第9回目 Second Presentation Part 5, Question and Answer, Presentation Topic 2
第10回目 Discussion, Speaking Skills Part 6: Body Language, Presentation Development
第11回目 Discussion, Speaking Skills Part 7: Topic 2 Presentation Q&A Discussion, Presentation Format
第12回目 Discussion, Speaking Skills Part 7: Topic 2 Presentation Development
第13回目 Second Presentations Part 8: Topic 2 Presentation to Class
第14回目 Vocabulary Sheet Submissions (on Google Classroom BEFORE class) & Class Review

履修の注意点
Feedback will be provided online using Google Classroom. Students will need a Gmail account to register for our Google Classroom. You can
submit your account address on Oh O Meiji after our first lesson.

準備学習の内容
Students thinking about studying abroad or looking to improve academic and general communication skills will also benefit from taking this
course.
This course is a one-semester ACE General Communication course. Class size is limited to 16 students.

教科書
Students will use computers for this class. Please consider this carefully before registering. You should have some understanding of Google
Applications (Drive: Documents, Sheets, Slides) and/or MS Office, as debate drafts will be submitted online in our Google Classroom. Late
submissions receive a minus 50% score.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 金曜 2時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハインズ、マーティン

授業の概要・到達目標
The primary focus of this course is on improving fluency skills through pair and group-work. The majority of materials for discussion will be
provided by the lecturer and students will be encouraged to develop their research skills and bring their own materials to the classroom. In the
final weeks of this semester, some class time will be allocated for presentation preparation and students will collaborate as they examine a major
issue presently dominating the media. In the final lesson, the group will then present their research to the class and answer questions.

授業内容
Week 1. The summer of 2023
Week 2. City Life 1
Week 3. City Life 2
Week 4. Populism: The Changing Political Landscape
Week 5. Open Topic
Week 6. Travel 1
Week 7. Travel 2: Mass Tourism
Week 8. Conflict
Week 9. The News Today
Week 10. Family Life 1
Week 11. Family Life 2
Week 12. Open Topic
Week 13. A look back at 2023
Week 14. Group presentations, course review and explanation

履修の注意点
Students should use their free time to keep themselves informed of global issues through reading English language newspapers or watching news
bulletins from the mainstream media.

準備学習の内容
Students will be assigned homework on a weekly basis. This will consist of reading comprehension from newspaper articles or research. These
assignments will probably entail about 1 hour of extra study.

教科書
There is no course reader or textbook for this course.

参考書
There is no reference book for this course.

課題に対するフィードバックの方法
Feedback can be provided after class.

成績評価の方法
Student's final grade will be based on the following:
1. Participation & Positive Attitude
2. Coursework
3. Presentations:

その他
Students should be aware that a high percentage of their grade will be allocated to classroom participation and presentations. As such, only
students who are fully committed to improving their communication skills should enroll.
As noted in the course description above, students (when requested) are expected to bring their own research materials to the classroom. This
assignment is not to be taken lightly and only hard copies of research are acceptable. Materials, articles etc., which have only been downloaded
onto small hand-held devices such as smartphones, are not permitted.
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 水曜 4時限

1単位

1～4年次

講師 ジョージ、ジョニーE.

授業の概要・到達目標
Create a DIY TED Talk
TED (Technology Entertainment and Design) talks have recently served as the premier online platform for excellence in presentation. TED's
exploration of social issues through the voices of dynamic, charismatic speakers has made it into an online phenomenon. While you may have seen
a TED talk, have you ever aspired to GIVE a TED talk? In this course we will watch and analyze TED talks to try to understand what makes such
presentations effective. We will also consider the limitations of the prototypical TED talk, which appears to have an underlying protocol regarding
the thematic requirements. Finally, you will prepare your TED talk (with assistance) and present it to the class!
OBJECTIVES
Create clear, concise, engaging presentation content
Play to your strengths in speech and manner when presenting
Increase your awareness of presentation styles and strategies
This course focuses on practice and improvement of your presentation skills with lots of feedback. You will discuss effective presentation skills
with video examples. Afterwards you will present your TED talk and provide detailed feedback to your classmates’ talks. The remainder of the
course primarily involves presentations along with discussion of instructor and peer/self feedback. Homework includes: finding video examples of
effective speaking; preparing for presentations; and giving feedback. The materials and support for this class will be targeted towards advanced
English level students.

授業内容
1 Self intros/what is TED?/what makes an effective presentation discussion
2 Qualities of an effective presentation/ What’s so special about TED?
3 Structure: introduction, body, conclusion /“Zen Presentations” --THEME/message
4 Considering your audience (Gad Elmaleh)/How to tell a story -Beasty vs Tom Thum
5 Present your favourite talks
6 Present your favourite talks
7 Presentation workshop
8 Your Zen Presentations
9 Student TED talk videos
10 Preparation help and practice
11 Your TED talks
12 Your TED talks
13 Your TED talks
14 Feedback and Discussion

履修の注意点
None. However, be prepared to work in a class conducted in English.

準備学習の内容
Go to the TED website listed under references. Watch any videos you find interesting and read some of the transcripts.

教科書
特に使用しない。コースウエブサイトからダウンロードする。
All materials for the class will be provided via Oh-o! Meiji

参考書
The TED website -- https://www.ted.com/
Writing assistance social network -- http://lang-8.com/
Pronunciation help website -- https://forvo.com/

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
Class participation 10%
Feedback to other students 20%
Two minor presentations 30%
One major presentation 40%

その他
None
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 水曜 1時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ヴァジラサーン、アンディ

授業の概要・到達目標
This course deals with all the four skills (listening, speaking, reading, writing) necessary in order to become an effective communicator in

English. Especially, the aspect of oral English is emphasized in this course. Integrating the four skills using appropriate textbook chosen by the
instructor, students will become accustomed to using English as means of obtaining information (through listening and reading) and
communicating their thoughts (through discussion and writing). Instructors may supplement the textbook material with Internet reading or
handouts (with summary writing) for extra reading and also using the reading as a basis for oral reports and presentations of in class discussion.

This is a listening and speaking course with a focus on vocabulary. Vocabulary knowledge is a key component of listening comprehension and
oral expression. Students will learn to recognize and produce high-frequency idioms, phrases and expressions, which are useful in a variety of
conversational situations. Classroom activities aim to introduce new phrases and have students actively practice in conversations and discussions.
Written homework will give students a chance to reinforce and internalize their new vocabulary knowledge.

授業内容
第1回目 Course Introduction and Expectations, Interviews
第2回目 Unit 5 “Workaholic” Themes: Work pressure, accepting and refusing invitations, persuading.
第3回目 Unit 5 “Workaholic” Themes: Work pressure, accepting and refusing invitations, persuading.
第4回目 Unit 5 “Workaholic” Themes: Work pressure, accepting and refusing invitations, persuading. Speech
第5回目 Unit 6 “Guess Who?” Themes: Juggling school, work, family, expressing surprise and curiosity; Quiz 5
第6回目 Unit 6 “Guess Who?” Themes: Juggling school, work, family, expressing surprise and curiosity
第7回目 Unit 6 “Guess Who?” Themes: Juggling school, work, family, expressing surprise and curiosity; Speech
第8回目 Unit 7 “Recycle!” Themes: Taking care of the environment, expressing anger, apologizing; Quiz 6
第9回目 Unit 7 “Recycle!” Themes: Taking care of the environment, expressing anger, apologizing
第10回目 Unit 7 “Recycle!” Themes: Taking care of the environment, expressing anger, apologizing; Speech
第11回目 Unit 8 “The last class” Themes: Talking about future plans, vacations, saying farewells; Quiz 7
第12回目 Unit 8 “The last class” Themes: Talking about future plans, vacations, saying farewells
第13回目 Unit 8 “The last class” Themes: Talking about future plans, vacations, saying farewells; Speech
第14回目 Examination

履修の注意点
Be at the Intermediate level according to ACE policy.
Bring an entry sheet with your photo to the first day of class.
Students are welcome to take this course one semester or both semesters since the classroom materials will be different.

準備学習の内容
Get the textbook
Homework will be assigned and should be submitted online or by email.
Computer, tablet, or smartphone will be needed to access homework.

教科書
The textbook below will be used for Spring and Fall Semesters (different chapters).
Course Textbook: All Clear: Listening and Speaking, Level 2, 3rd edition Student Book
by Helen Kalkstein Fragiadakis
ISBN-13: 978-1413017045

参考書

課題に対するフィードバックの方法
Feedback will be given as score and comments on assignments by Class Web or directly to the students.

成績評価の方法
30% Active class participation, including adherence to an English-only policy, and a positive attitude
20% Homework and other assignments
30% End of term exam
20% End-of-Unit Quizzes

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 金曜 3時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハインズ、マーティン

授業の概要・到達目標
The primary focus of this course is on improving fluency skills through pair and group-work. The majority of materials for discussion will be
provided by the lecturer and students will be encouraged to develop their research skills and bring their own materials to the classroom. In the
final weeks of this semester, some class time will be allocated for presentation preparation and students will collaborate as they examine a major
issue presently dominating the media. In the final lesson, the group will then present their research to the class and answer questions.

授業内容
Week 1. The summer of 2023
Week 2. The Internet and A.I. 1
Week 3. The Internet and A.I. 2
Week 4. Open Topic
Week 5. The World of Entertainment 1
Week 6. The World of Entertainment 2
Week 7. Protest movements: Past and Present
Week 8. Open Topic
Week 9. Society 1 social issues
Week 10. Society 2 The changing family
Week 11. Our consumer society 1
Week 12. Our consumer society 2
Week 13. A look back at 2023
Week 14. Group presentations, course review and explanation

履修の注意点
Students should use their free time to keep themselves informed of global issues through reading English language newspapers or watching news
bulletins from the mainstream media.

準備学習の内容
Students will be assigned homework on a weekly basis. This will consist of reading comprehension from newspaper articles or research. These
assignments will probably entail about 1 hour of extra study.

教科書
There is no textbook for this course.

参考書

課題に対するフィードバックの方法
Feedback can be provided after class.

成績評価の方法
Student's final grade will be based on the following:
1. Participation & Positive Attitude
2. Coursework
3. Presentations

その他
Students should be aware that a high percentage of their grade will be allocated to classroom participation and presentations. As such, only
students who are fully committed to improving their communication skills should enroll.
As noted in the course description above, students (when requested) are expected to bring their own research materials to the classroom. This
assignment is not to be taken lightly and only hard copies of research are acceptable. Materials, articles etc., which have only been downloaded
onto small hand-held devices such as smartphones, are not permitted.
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 水曜 4時限

1単位

1～4年次

特任講師 パスクッチ、ルアン K.

授業の概要・到達目標
Introduction to Media Literacy
This course aims to increase listening, reading, speaking, and writing skills through analyzing rhetoric and the use of media. Students will learn
how conscious and subconscious choice of text and image communicates hidden messages and values. Students will learn how to identify these
messages, evaluate the goals of the messages, and think critically about whom these messages benefit and (potentially) harm.

授業内容
Unit 1:
COURSE INTRODUCTION. What is media? What is rhetoric?
Text & Subtext: What is it?
Persuasion techniques used in advertising
Deconstruction and Critique of advertisement

Unit 2:
Persuasion techniques used in political speech/writing in English
Ethos, Pathos, Logos, and persuasion; logical fallacies
Logical fallacies continued
Analysis of US Vice Presidential debate

Unit 3:
Journalism as a profession
Journalism ethics
Both-sidesism

履修の注意点
There are no prerequisites for this course.
Students should be ready to use English in the class with minimal or no Japanese.
Please ensure that you are signing up for ACE courses that are at your level of English proficiency.

準備学習の内容
Students should regularly review class content and come to each lesson prepared to contribute in a meaningful way, asking questions if needed.

教科書
All materials will be provided by the instructor.

参考書
Students are encouraged to search for their own media examples for analysis and critique.

課題に対するフィードバックの方法
50%: Classwork and homework assignments
40%: Projects
10%: Individual Paper

成績評価の方法
None.

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 金曜 4時限

1単位

1～4年次

特任講師 デヴェラ、ローナヴェリア L.

授業の概要・到達目標
This ACE course is about learning English through news media by following news, issues, and current events on topics that have an impact on
Japan. It is designed for students who want to strengthen their reading and writing skills as well as their critical thinking, research, and media
literacy skills and would like to learn current vocabulary and expand their general knowledge of local, national, and world affairs in English.
Students will get to know different kinds of traditional and online news media such as newspapers, magazines, Internet sites, and social media.
used by English speakers to read news. They will be introduced to the different types of news articles. They will also learn to interpret and
summarize content of articles to further improve their reading comprehension and writing skills. Additionally, they will learn about reading
strategies and increase their vocabulary knowledge, learning new concepts and becoming familiar with words and terminology in current and
popular use.
The importance of news literacy as well as media literacy skills will also be introduced and discussed in class so students understand concepts
such as fake news, bias, evidence, propaganda, political correctness, etc and be aware of the difference between news and opinion. They will learn
how they can develop these to become well-informed and discerning readers of news.
Students will be able to build their skills and knowledge through activities such as summary writing, self-reflective writing, and discussions. At
the end of the course, they will be able to confidently express ideas and give their position on news, current events, and issues based on what they
read from news media, as well as be able to interact with others who have views different from their own.

授業内容
(Content is subject to change based on the needs of the class)
Week 1: Introduction to the course | Overview
Weeks 2 to 3: What is news? Understanding news literacy and media literacy
Week 4: Note-taking and writing summaries | Preparing for article discussion
Weeks 5 to 12: Article sharing and discussions
Week 13: Consultations and preparing for the final presentations
Week 14: Evaluation and Assessment | Wrap-up

履修の注意点
Students with a TOEIC score of 600 and above are welcome to join the course.
Active participation is necessary for success in class. If you join this class, you are expected to be proactive and contribute to the liveliness of class
activities and discussions to ensure a more engaging classroom atmosphere and enrich the learning experience. You must not be shy in
expressing yourself in front of others and comparing viewpoints. A cooperative attitude is also needed as most activities are designed to
encourage students to share their thoughts, ask questions, and exchange ideas with each other as well as to learn to work with a partner or in
groups.
Proficiency with Microsoft Word or other word-processing software and with PowerPoint will be helpful for accomplishing class assignments.

準備学習の内容
Students are expected come to class prepared and ready to contribute to the discussion and be involved in all activities. They must complete
within the given time all class assignments, including in-class work and homework and participate as well in out-of-class preparations such as
communicating and working together with classmates for group assignments and meetings.
Always bring to class your dictionary, a notebook for taking down lecture notes and vocabulary, and a file folder for keeping all handouts. The use
of devices, i.e. mobile phones, tablets, and computer laptops, will be allowed only for study purposes and with permission from the professor.
Students are also encouraged to read news on a daily basis and to be well-informed and up-to-date about the latest topics and issues as it will be
beneficial for participation in class.

教科書
There is no set textbook for this course.
Readings and handouts will be given out in the course of the semester.

参考書
Any English dictionary for language learners, a bilingual English/Japanese dictionary or a monolingual English one, either printed, online, or an
app.
A list of suggested news media sources will be announced in class.

課題に対するフィードバックの方法
Students can directly receive feedback and advice from the professor regarding their work during the class.
Individual consultation sessions will be held as necessary.

成績評価の方法
Class participation and attendance (30%)
In-class activities and homework including article summaries, reflections, and other written assignments (40%)
Vocabulary list (10%)
Final presentation (20%)

その他
Refer to the syllabus that the professor provides in class for further information.
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 水曜 4時限

1単位

1～4年次

特任講師 デヴェラ、ローナヴェリア L.

授業の概要・到達目標
The main objective of this ACE course is to strengthen all aspects of students' English-speaking ability and offers good speaking opportunities for
students who feel the need to develop their fluency and to increase their confidence for participation in social and academic conversations. The
class will use an approach that incorporates other skills such as listening, reading, writing, and vocabulary in different classroom activities.
In this course, students not only develop and gain confidence in speaking but they can focus on preparing themselves for real-life communication,
with the use of themes and language frequently used in daily life covering a variety of topics and includes student-generated content based on
experiences of other English learners. The lessons are also designed to help address issues that students often face such as improving
pronunciation, avoiding common mistakes, honing critical thinking skills, and understanding colloquial language in order to become more
confident and effective communicators in English.
Part of the course content features lessons that focus specifically on developing speaking skills that allow students to interact with each other and
work collaboratively in tasks involving information sharing and decision-making. Class activities include various skill-based exercises and drills,
listening tasks, combined skills lessons making use of reading or listening text with writing, and will have a mix of individual, pair, and group work.

授業内容
(Content is subject to change based on the needs of the class)
Week 1: Introduction to the course | Overview
Week 2: Talking about personal achievements
Week 3: Asking and answering interview questions
Week 4: Talking about food trends
Week 5: A restaurant rescue plan
Week 6: Talking about viral stories
Week 7: Creating and presenting an ad
Week 8: Review/ Midterm activity
Week 9: Telling someone's life story
Week 10: Connecting events to tell a story
Week 11: Talking about social media
Week 12: Attitudes to social media
Week 13: Talking about different customs and cultures
Week 14: Review | Evaluation and assessment | Wrap-Up

履修の注意点
Students with a TOEIC score of 600 and above are welcome to join the course.
Active participation is necessary for success in class. If you join this class, you are expected to be proactive and contribute to the liveliness of class
activities and discussions to ensure a more engaging classroom atmosphere and enrich the learning experience.
You must not be shy in expressing yourself in front of others and comparing viewpoints. A cooperative attitude is also needed as most activities
are designed to encourage students to share their thoughts, ask questions, and exchange ideas with each other as well as to learn to work with a
partner or in groups. Make every effort to always use and speak in English in class.

準備学習の内容
Students are expected come to class prepared and ready to contribute to the discussion and be involved in all activities. They must complete
within the given time all class assignments, including in-class work and homework and participate as well in out-of-class preparations such as
communicating and working together with classmates for group assignments and meetings.
It would be useful to always bring to class your dictionary, a notebook for taking down lecture notes and vocabulary, and a file folder for keeping
all handouts. The use of devices, i.e. mobile phones, tablets, and computer laptops, will be allowed only for study purposes and with permission
from the professor.

教科書
Ben Goldstein and Ceri Jones. Evolve Level 4 Student's Book. Cambridge University Press. 978-1-108-40532-4.
Handouts for class activities and exercises will also be given out in the course of the semester.

参考書
Any English dictionary for language learners, a bilingual English/Japanese dictionary or a monolingual English one, either printed, online, or an
app.

課題に対するフィードバックの方法
Students can directly receive feedback and advice from the professor regarding their work during the class.
Individual consultation sessions will be held as necessary.

成績評価の方法
Attendance and class participation (30%)
In-class work and written assignments, including homework (30%)
Speaking tasks (40%)

その他
Refer to the syllabus that the professor provides in class for further information.
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 金曜 3時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ライト、アレックス

授業の概要・到達目標
This class will introduce students to American music and artists from a variety of styles. Students will will learn about historical and modern
styles of American music as well as engage with the music by looking at song lyrics. Students will practice their English through short readings
and lectures, vocabulary practice, in class conversations and discussions about the material, and presentations.

授業内容
第1回 Course introduction, introduction to part 1: Historical music styles
第2回 Jazz part 1
第3回 Jazz part 2
第4回 Jazz part 3
第5回 Blues part 1
第6回 Blues part 2
第7回 Presentation 1, introduction to part 2: Modern music styles
第8回 Rock and roll
第9回 R&B
第10回 Pop
第11回 Hip hop
第12回 Rock
第13回 Presentation 2
第14回 Test

履修の注意点
This course is a one semester ACE course, class size is limited to 15 students.

準備学習の内容
Make sure you understand the material we cover each week and be sure to look up or ask me about anything you don’t understand. Please be
prepared to speak only in English during class time.

教科書
No textbook purchase is required, all material will be provided by instructor.

参考書
Please see the weekly schedule.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
25% Quizzes
25% Test
25% Presentation 1
25% Presentation 2

その他
If you have any questions please email me at alexwright48@gmail.com
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(U)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Upper Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 金曜 4時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ライト、アレックス

授業の概要・到達目標
This class will aim to teach students about the basic concepts international relations as well as improve their English skill through a variety of
related activities. Students will learn to think critically about historical and current events by understanding the concepts which drive
international events. Students will improve their English through listening to short lectures, short readings, discussions, learning the vocabulary of
the field and a short debate and presentation.

授業内容
第1回 Course introduction
第2回 Concepts in Realism: anarchy, the security dilemma, and balance of power
第3回 Concepts in Realism: structural realism, polarity, alliance politics
第4回 Concepts in Realism: defensive realism, balance of threat, arms racing
第5回 Concepts in Liberalism: democratic peace theory and collective security
第6回 Concepts in Liberalism: International organizations and regimes
第7回 Concepts in Liberalism: Interdependence and international law
第8回 Debate: Realism vs Liberalism
第9回 Concepts in Constructivism identities, interests, and Norms
第10回 Nature of anarchy in international relations
第11回 Psychology in international relations
第12回 Peace strategies
第13回 Presentation: Relating concepts to current events and history
第14回 Test

履修の注意点
This course is a one semester ACE course, class size is limited to 15 students.

準備学習の内容
Please review the readings and think about the discussion questions I distribute to prepare before each class. Make sure you understand the
material we cover each week and be sure to look up or ask me about anything you don’t understand. Please be prepared to speak only in English
during class time.

教科書
No textbook purchase is required, all material will be provided by instructor.

参考書
Please see the weekly schedule.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
25% Quizzes
25% Test
25% Debate
25% Presentation

その他
If you have any questions please email me at alexwright48@gmail.com
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【駿河台】 春学期 金曜 4時限

1単位

1～4年次

特任講師 パスクッチ、ルアン K.

授業の概要・到達目標
Introduction to Media Literacy
This course aims to increase listening, reading, speaking, and writing skills through analyzing rhetoric and the use of media. Students will learn
how conscious and subconscious choice of text and image communicates hidden messages and values. Students will learn how to identify these
messages, evaluate the goals of the messages, and think critically about whom these messages benefit and (potentially) harm.

授業内容
Unit 1:
COURSE INTRODUCTION. What is media? What is rhetoric?
Text & Subtext: What is it?
Persuasion techniques used in advertising
Deconstruction and Critique of advertisement

Unit 2:
Persuasion techniques used in political speech/writing in English
Ethos, Pathos, Logos, and persuasion; logical fallacies
Logical fallacies continued
Analysis of US Vice Presidential debate

Unit 3:
Journalism as a profession
Journalism ethics
Both-sidesism

履修の注意点
There are no prerequisites for this course.
Students should be ready to use English in the class with minimal or no Japanese.
Please ensure that you are signing up for ACE courses that are at your level of English proficiency.

準備学習の内容
Students should regularly review class content and come to each lesson prepared to contribute in a meaningful way, asking questions if needed.

教科書
All materials will be provided by the instructor.

参考書
Students are encouraged to search for their own media examples for analysis and critique.

課題に対するフィードバックの方法
50%: Classwork and homework assignments
40%: Projects
10%: Individual Paper

成績評価の方法
None.

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(U)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Upper Advanced）【2021年度以前入学者】

【駿河台】 秋学期 金曜 4時限

1単位

1～4年次

特任講師 パスクッチ、ルアン K.

授業の概要・到達目標
Profanity and Slurs

This course will examine the meanings, origins, grammatical structures, and effects of profanity and slurs in English through sociolinguistic and
social justice perspectives. Overall, the goal is not to teach students how to use these words, but rather how they are used and how to accurately
interpret and safely react to them when they are used by others.

WARNING 1: ANY abusive or inappropriate use of these words in or out of class will not be tolerated. The student will be failed and reported to
the university for violating the student Code of Conduct.

WARNING 2: Content warning: offensive content. If you are uncomfortable with offensive or hurtful words, this course will be difficult.

授業内容
Unit 1: An introduction to sociolinguistics (approximately 3 weeks)
Unit 2: Profanity (approximately 6 weeks)
Unit 3: Slurs (approximately 5 weeks)

履修の注意点
There are no prerequisites to this course.
Students should be ready to use English in the class with minimal or no Japanese.

準備学習の内容
Students are encouraged to read the University's Code of Conduct before enrolling in the course.
Students should make sure to complete reading and homework assignments before the start of class, as well as regularly review the content and
language of the previous classes.

教科書
No textbook is required.

参考書
Netflix series 'The History of Swear Words'

課題に対するフィードバックの方法
60%: Classwork and homework
40%: Projects

成績評価の方法

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(M)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Mixed）【2021年度以前入学者】

【駿河台】 秋学期 火曜 1時限

1単位

1～4年次

講師 ジョージ、ジョニーE.

授業の概要・到達目標
ACE II: A Planet Money Chitchat II (Investing)
This class is based on the National Public Radio economic podcast Planet Money. Planet Money uses storytelling to explain economic concepts to a
mainstream audience in an accessible way. We will discuss podcasts from the Planet Money summer school episodes. You will have
conversations about basic economic concepts in English. You will lead one class discussion on an economic concept. You will have a one-on-one
conversation with the teacher on an economics related topic.
OBJECTIVES
Improve your ability to have conversations in English
Use storytelling as a device to explain abstract topics
Discuss basic economics concepts in English

授業内容
1 Course introduction/Class selection
2 Self intros/presentation order Lesson 1 Recessions and Rap
3 Lesson 2 GDP & What Counts
4 Lesson 3 Booms, Busts & Us
5 Student led lesson 4 Inflation & Drinking Buddies
6 Student led lesson 5 Car Pars, Celery & The Labor Market
7 Student led lesson 6 Trade & The Better Life
8 Student led lesson 7 The Fed & Volcker's Socks
9 Student led lesson 8 Productivity & Getting Lit
10 Graduation episode
11 One on one conversations
12 One on one conversations
13 One on one conversations
14 Feedback and Discussion

履修の注意点
None. However, be prepared to work in a class conducted in English.

準備学習の内容
Go to the Planet Money website listed in the references and listen to a few episodes. Go to the Planet Money TikTok to learn more about the
podcast.

教科書
特に使用しない。コースウエブサイトからダウンロードする。
All materials for the class will be provided via Oh-o! Meiji

参考書
Planet Money summer school
https://www.npr.org/series/1015448333/planet-money-summer-school
Planet Money TikTok
https://www.tiktok.com/@planetmoney?lang=en

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
30% Class participation
40% Leading class
30% One on one talk with instructor about economics

その他
This class presents new Planet Money content different from the 1st period Tuesday George ACE II Spring class, so students may take both the
Spring and Fall class. Students may also take the Fall class without taking the Spring class. 内容は違うので,春学期と秋学期のPlanet Money ACE
を受けても良いです。春学期を受けなくても秋学期のPlanet Money ACEを受けても良いです。
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE General Communication Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅱ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【駿河台】 春学期 火曜 2時限

1単位

1～4年次

講師 ジョージ、ジョニーE.

授業の概要・到達目標
ACE II Advanced - Talking about Asian Boss:Let’s talk about cultural representation in English!
This class is based on YouTube channel Asian Boss. Asian Boss uses interviews with ordinary people to reveal and discuss views about culture.
We will use Asian Boss video with strategies from Deconstruction theory to discuss cultural identity and description. You will lead one class
discussion based on a theme in an Asian Boss episode. You will have a one on one conversation discussion with the teacher based on a critical
reading of an Asian Boss episode.
OBJECTIVES
Improve your ability to have conversations in English
Use critical theory challenge cultural stereotypes
Discuss cultural topics in English

授業内容
1 Course introduction/Class selection
2 Self intros/presentation order Lesson 1 How do Japanese feel about Japanese Stereotypes?
3 Lesson 2 Behind Japan's Fake Family industry
4 Lesson 3 Japan's independent kids
5 Student led lesson topic from Asian Boss
6 Student led lesson topic from Asian Boss
7 Student led lesson topic from Asian Boss
8 Student led lesson topic from Asian Boss
9 Student led lesson topic from Asian Boss
10 Student led lesson topic from Asian Boss
11 One on one conversations
12 One on one conversations
13 One on one conversations
14 Feedback and Discussion

履修の注意点
None. However, be prepared to work in a class conducted in English.

準備学習の内容
Go to the Asian Boss website listed in the references and watch to a few episodes.
Read over the Lumen Learning critical approaches chart

教科書
特に使用しない。コースウエブサイトからダウンロードする。
All materials for the class will be provided via Oh-o! Meiji

参考書
Asian Boss YouTube channel
https://www.youtube.com/user/askasianboss
Asian Boss website
https://asianboss.io/
Lumen Learning Critical Approaches
https://courses.lumenlearning.com/atd-herkimer-english2/chapter/critical-approaches-chart/

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
30% Class participation
40% Leading class
30% One on one talk with instructor about economics

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Exam Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅲ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 木曜 4時限

1単位

1～4年次

特任講師 パスクッチ、ルアン K.

授業の概要・到達目標
Language Test Prep and Independent Study Skills

The goal of this course is to help students develop language study skills that they can adapt and continue independently, thereby aiding in
improving language test performance. The course will also cover test preparation skills such as researching and choosing an exam and creating a
study plan. Non-language related test skills such as brainstorming and managing anxiety will also be explored.

授業内容
Language study skills will cover how to study:
Vocabulary
Listening
Speaking
Reading
Writing
Grammar

General test preparation skills instruction will cover:
Making a study plan
Choosing a test

Test-taking skills instruction will cover skills such as:
Brainstorming
Thinking quickly
Organizing
Managing anxiety

履修の注意点
There are no prerequisites for this course.
Students should be ready to use English in the class with minimal or no Japanese.
Please ensure that you are signing up for ACE courses that are at your level of English proficiency.

This course is the same as 13R20306, Language Test Prep and Independent Study Skills, Fall 2022. You may not register for both courses.

準備学習の内容
Students should make sure to complete reading and homework assignments before the start of class, as well as regularly review the content and
language of the previous classes.

教科書
No textbook is required for this course.

参考書

課題に対するフィードバックの方法
50%: Language study skills reflections
10%: Test and study plan
40%: Classwork engagement

成績評価の方法

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Exam Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅲ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 金曜 5時限

1単位

1～4年次

特任講師 デヴェラ、ローナヴェリア L.

授業の概要・到達目標
This is a whole-year set course designed with an integrated skills approach to help students prepare for the IELTS, TOEFL, and other similar standardized
English-language proficiency exams and hone their test-taking skills and language skills. It provides skills practice, exam practice, and learning strategies for
students who are aiming for an IELTS Target Band score of around 6.5 (at least 79 in TOEFL iBT).
The course aims to prepare students by familiarizing them with the structure of the test, introducing them to a wide range of topics and then, providing them
with practical lessons to improve their performance and scores. The lessons aim to develop test-taking skills and strategies in a structured IELTS context with
flexibility so that it can be tailored to meet student needs.
The lessons for each unit provide students with guided practice, organized according to skill (speaking, writing. reading, listening, plus grammar and
vocabulary) with examples of different test question types and sample test items. They also include vocabulary-building tasks, pronunciation practice, and tips
for writing and answering test questions. By the end of the course, students will have developed the necessary skills and be better equipped for IELTS and
standardized English language tests. Moreover, they can apply the knowledge to various academic contexts such as research, writing paper, and for coursework
during studying abroad.

授業内容
(Content is subject to change based on the needs of the class)
Week 1: Introduction to the course | Overview
Week 2: What is the IELTS? Background and structure of the IELTS
Week 3: Topic (1) The Man-Made Environment ‒ Listening and Reading
Week 4: Topic (1) The Man-Made Environment ‒ Speaking and Writing
Week 5: Topic (2) Leisure and Recreation ‒ Listening and Reading
Week 6: Topic (2) Leisure and Recreation ‒ Speaking and Writing
Week 7: Midterm test
Week 8: Supplementary skills practice
Week 9: Topic (3) The News and Media ‒ Listening and Reading
Week 10: Topic (3) The News and Media ‒ Speaking and Writing
Week 11: Topic (4) Travel and Transport ‒ Listening and Reading
Week 12: Topic (4) Travel and Transport ‒ Speaking and Writing
Week 13: Individual conferences
Week 14: Final test | Assessment and wrap-up

履修の注意点
This course welcomes students with a TOEIC score of at least 600 with the intention of taking any of the standardized language proficiency examinations
(IELTS, TOEFL, or TOEIC) but it is specially targeted for those who intend to take the IELTS in preparation for studying abroad.
NOTE: This is a whole-year set course so the fall course continues where the spring course ends. Students who plan to sign up for only one semester or those
who might have problems with attendance for both semesters are strongly discouraged from registering for this class.
The class will not be a typical test preparation course with mere drills and practice exams but will take a more practical and interactive multi-skill approach
with added opportunity for practicing speaking and writing. There will be a mix of activities that will require students to work independently and with each
other as a pair or in a group. Students who wish to enroll in this class must be willing to speak out and actively participate in group work and discussions and are
not shy in sharing and comparing viewpoints with others. Both a collaborative and cooperative attitude are necessary to successfully complete the course.

準備学習の内容
Students are expected come to class prepared and ready to contribute to the discussion and be involved in all activities. They must complete within the given
time all assignments, including in-class work and homework and participate as well in out-of-class preparations such as communicating and working together
with classmates for group assignments and meetings.
Always bring to class your dictionary, a notebook for taking down lecture notes and vocabulary, and a file folder for keeping all handouts. The use of devices, i.e.
mobile phones, tablets, and computer laptops, will be allowed only for study purposes and with permission from the professor.

教科書
Peter Crosthwaite, Natasha De Souza, and Marc Loewenthal. Cambridge English MINDSET FOR IELTS Student's Book 2. Cambridge University Press.
ISBN 978-1-316-64015-9.
Handouts for exercises and for some class activities will also be given out in class.

参考書
1) Any English dictionary for language learners, a bilingual English/Japanese dictionary or a monolingual English one, either printed, online, or an app.
2) The official IELTS website 〈 https://www.ielts.org/〉
3) The Official Cambridge Guide to IELTS app available in both Android and iOS versions

課題に対するフィードバックの方法
There will be student-teacher conferences, so students will be able to directly receive advice and feedback about their work from the professor. Feedback will
also occasionally be given immediately after an activity.

成績評価の方法
Class participation and attendance (30%)
In-class activities and exercises (40%)
Midterm and final tests (20%)
Vocabulary list (10%)

その他
Refer to the syllabus that the professor will hand out in class for further information.
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Exam Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅲ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 金曜 2時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハダス、マイケルＭ．

授業の概要・到達目標
This course will focus on developing four skills (Speaking, Listening, Reading and Writing) for academic purposes. The course goal is to help
students perform in an academic environment by performing the following tasks: pair and group discussions and presentations, using clarification
techniques, analyzing listening passages, writing and peer-editing sentences and paragraphs and analyzing and organizing reading passage
information. Additionally, the course will work on developing collaboration skills through spoken and writing small group tasks. This will be done
primarily through presentation writing and speaking assignments in small teams.
This course will also develop the skills necessary to improve performance on all four sections of the IELTS Test. Students will use IELTS exam
materials for reading and listening assignments which will be discussed in class.
Additionally, students will be provided with the fundamentals for writing at the university level in universities abroad.

授業内容
第1回目 Course Introduction and Expectations and Academic Presentation Topics Introduction
第2回目 Discussion, Speaking and Writing Skills, Presentation Content Options
第3回目 Discussion, Speaking and Writing Skills, Presentation Development, IELTS Reading Review
第4回目 Discussion, Speaking and Writing Skills, 1st Presentation Practice
第5回目 1st Presentation Small Group, Question and Answer, Presentation Draft Review
第6回目 Discussion, Speaking and Writing Skills, Presentation Practice, IELTS Reading Review
第7回目 Class Presentations All Groups
第8回目 2nd Presentation Topic Introductions and Group Formations
第9回目 2nd Presentation New Groups, Presentation Content Options
第10回目 Discussion, Speaking and Writing Skills, Presentation Development
第11回目 Discussion, Speaking and Writing Skills, Presentation Content Review, IELTS Reading Review
第12回目 Discussion, Speaking and Writing Skills, Presentation Practice Set 1 & 2
第13回目 Final Presentations Set 1 and Set 2, Question and Answer
第14回目 Final Presentations Review, Question and Answer, Presentation Feedback

履修の注意点
Students will use Google Classroom for all class work submissions for this class. Please consider this before registering. You must have some
degree of proficiency with MS Word or Google Documents, as debate drafts will require online applications to submit documents for the class.

準備学習の内容
Students thinking about taking other ACE exam preparation courses will also benefit from taking this course.
This course is a full year ACE exam skills course. Students are required to register for both semesters of this course
Students will not be able to switch between period 2 and period 3 in which the courses are offered, as each period is designed for different levels,
and because some of the class content and material will be used in both classes. Class size is limited to 16 students.

教科書
Students will use computers for this class. Please consider this carefully before registering. You must have some degree of proficiency with Google
Applications (Drive: Documents, Sheets, Slides) and/or MS Office, as coursework drafts & presentation materials will be submitted in Google
Classroom. Late submissions receive a minus 50% score. Additionally, the course is meant to help students preparing for IELTS online tests.
STUDENTS MUST BRING A COMPUTER or TABLET TO CLASS IN CASE THERE ARE STUDENTS REGISTERED AS ONLINE ONLY.
This will also help us communicate interactively in class without sitting too close to each other.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Exam Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅲ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 金曜 5時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ライト、アレックス

授業の概要・到達目標
This class will improve students’ TOEIC test taking skills and basic English ability. By focusing on a number of test taking strategies as well as
practicing material from sample tests, students will improve their TOEIC test taking skills. By learning the most important TOEIC specific
vocabulary and gaining extensive listening input, students will improve their basic English skills in a way which will also benefit their TOEIC
scores as well.

授業内容
第1回 Course introduction
第2回 Unit 1: Listening Test Part 1
第3回 Unit 2: Listening Test Part 2
第4回 Unit 3: Listening Test Part 3
第5回 Unit 4: Listening Test Part 4
第6回 Unit 5: Reading Test Part 5
第7回 Unit 6: Reading Test Part 6
第8回 Unit 7: Reading test Part 7
第9回 Unit 8: Listening test Part 1
第10回 Unit 9: Listening test Part 2
第11回 Unit 10: Listening test Part 3
第12回 Unit 11: Listening test Part 4
第13回 Unit 12: Reading test Part 1
第14回 Unit 13: Reading test Part 2

履修の注意点
This is a one year ACE course. The second half of the same textbook will be used for the fall course. Class size is limited to 15 students.

準備学習の内容
Please be ready with your Textbook each week. Students will be required to master a large portion of the TSL (TOEIC Service List) which is a
list of the most important vocabulary for Toeic by how frequently it appears. Students will have to look at a portion of the list each week and
identify the words they don’t know and then learn the words they don’t know on their own. They will also be required to listen to listening
materials outside of class each week to improve their listening comprehension skills and write a short summary for homework.

教科書
Tactics for TOEIC Listening and Reading Test, Grant Trew ̃2650yen

Listenings will be provided by the instructor

参考書
Please see the weekly schedule.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
30% Participation
40% Quizzes
30% Extensive listening

その他
If you have any questions please email me at alexwright48@gmail.com

─ 96 ─



科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Exam Skills(U)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅲ（Upper Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 春学期 金曜 3時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハダス、マイケルＭ．

授業の概要・到達目標
This course will focus on developing four skills (Speaking, Listening, Reading and Writing) for academic purposes. The course goal is to help
students perform in an academic environment by performing the following tasks: pair and group discussions and presentations, using clarification
techniques, analyzing listening passages, writing and peer-editing sentences and paragraphs and analyzing and organizing reading passage
information. Additionally, the course will work on developing collaboration skills through spoken and writing small group tasks. This will be done
primarily through presentation writing and speaking assignments in small teams.
This course will also develop the skills necessary to improve performance on all four sections of the IELTS Test. Students will use IELTS exam
materials for reading and listening assignments which will be discussed in class.
Additionally, students will be provided with the fundamentals for writing at the university level in universities abroad.

授業内容
第1回目 Course Introduction and Expectations and Academic Presentation Topics Introduction
第2回目 Discussion, Speaking and Writing Skills, Presentation Content Options
第3回目 Discussion, Speaking and Writing Skills, Presentation Development, IELTS Reading Review
第4回目 Discussion, Speaking and Writing Skills, 1st Presentation Practice
第5回目 1st Presentation Small Group, Question and Answer, Presentation Draft Review
第6回目 Discussion, Speaking and Writing Skills, Presentation Practice, IELTS Reading Review
第7回目 Class Presentations All Groups
第8回目 2nd Presentation Topic Introductions and Group Formations
第9回目 2nd Presentation New Groups, Presentation Content Options
第10回目 Discussion, Speaking and Writing Skills, Presentation Development
第11回目 Discussion, Speaking and Writing Skills, Presentation Content Review, IELTS Reading Review
第12回目 Discussion, Speaking and Writing Skills, Presentation Practice Set 1 & 2
第13回目 Final Presentations Set 1 and Set 2, Question and Answer
第14回目 Final Presentations Review, Question and Answer, Presentation Feedback

履修の注意点
Students will use Google Classroom for all class work submissions for this class. Please consider this before registering. You must have some
degree of proficiency with MS Word or Google Documents, as debate drafts will require online applications to submit documents for the class.

準備学習の内容
Students thinking about taking other ACE exam preparation courses will also benefit from taking this course.
This course is a full year ACE exam skills course. Students are required to register for both semesters of this course
Students will not be able to switch between period 2 and period 3 in which the courses are offered, as each period is designed for different levels,
and because some of the class content and material will be used in both classes. Class size is limited to 16 students.

教科書
Students will use computers for this class. Please consider this carefully before registering. You must have some degree of proficiency with Google
Applications (Drive: Documents, Sheets, Slides) and/or MS Office, as coursework drafts & presentation materials will be submitted in Google
Classroom. Late submissions receive a minus 50% score. Additionally, the course is meant to help students preparing for IELTS online tests.
STUDENTS MUST BRING A COMPUTER or TABLET TO CLASS IN CASE THERE ARE STUDENTS REGISTERED AS ONLINE ONLY.
This will also help us communicate interactively in class without sitting too close to each other.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Exam Skills(I)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅲ（Intermediate）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 水曜 5時限

1単位

1～4年次

特任講師 パスクッチ、ルアン K.

授業の概要・到達目標
Language Test Prep and Independent Study Skills

The goal of this course is to help students develop language study skills that they can adapt and continue independently, thereby aiding in
improving language test performance. The course will also cover test preparation skills such as researching and choosing an exam and creating a
study plan. Non-language related test skills such as brainstorming and managing anxiety will also be explored.

授業内容
Language study skills will cover how to study:
Vocabulary
Listening
Speaking
Reading
Writing
Grammar

General test preparation skills instruction will cover:
Making a study plan
Choosing a test

Test-taking skills instruction will cover skills such as:
Brainstorming
Thinking quickly
Organizing
Managing anxiety

履修の注意点
There are no prerequisites for this course.
Students should be ready to use English in the class with minimal or no Japanese.
Please ensure that you are signing up for ACE courses that are at your level of English proficiency.

This course is the same as 13R20301, Language Test Prep and Independent Study Skills, Spring 2022. You may not register for both
courses.

準備学習の内容
Students should make sure to complete reading and homework assignments before the start of class, as well as regularly review the content and
language of the previous classes.

教科書
No textbook is required for this course.

参考書

課題に対するフィードバックの方法
50%: Language study skills reflections
10%: Test and study plan
40%: Classwork engagement

成績評価の方法

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Exam Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅲ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 金曜 5時限

1単位

1～4年次

特任講師 デヴェラ、ローナヴェリア L.

授業の概要・到達目標
This fall course is the second part of a year-long set course designed with an integrated skills approach to help students prepare for the IELTS, TOEFL, and
other similar standardized English-language proficiency exams and hone their test-taking skills and language skills. It provides skills practice, exam practice,
and learning strategies for students who are aiming for an IELTS Target Band score of around 6.5 (at least 79 in TOEFL iBT).
The course aims to prepare students by familiarizing them with the structure of the test, introducing them to a wide range of topics and then, providing them
with practical lessons to improve their performance and scores. The lessons aim to develop test-taking skills and strategies in a structured IELTS context with
flexibility so that it can be tailored to meet student needs.
The lessons for each unit provide students with guided practice, organized according to skill (speaking, writing. reading, listening, plus grammar and
vocabulary) with examples of different test question types and sample test items. They also include vocabulary-building tasks, pronunciation practice, and tips
for writing and answering test questions. By the end of the course, students will have developed the necessary skills and be better equipped for IELTS and
standardized English language tests. Moreover, they can apply the knowledge to various academic contexts such as research, writing paper, and for coursework
during studying abroad.

授業内容
(Content is subject to change based on the needs of the class)
Week 1: Guidance and review
Week 2: Topic (1) Business and Work ‒ Listening and Reading
Week 3: Topic (1) Business and Work ‒ Speaking and Writing
Week 4: Topic (2) The Natural Environment ‒ Listening and Reading
Week 5: Topic (2) The Natural Environment ‒ Speaking and Writing
Week 6: Midterm test
Week 7: Supplementary skills practice
Week 8: Topic (3) Education Systems ‒ Listening and Reading
Week 9: Topic (3) Education Systems ‒ Speaking and Writing
Week 10: Topic (4) Festivals and Traditions ‒ Listening and Reading
Week 11: Topic (4) Festivals and Traditions ‒ Speaking and Writing
Week 12: Review | Supplementary activity
Week 13: Individual conferences
Week 14: Final test | Wrap-up

履修の注意点
This course welcomes students with a TOEIC score of at least 600 with the intention of taking any of the standardized language proficiency examinations
(IELTS, TOEFL, or TOEIC) but it is specially targeted for those who intend to take the IELTS in preparation for studying abroad.
NOTE: This is a whole-year set course so the fall course continues where the spring course ends. Students who plan to sign up for only one semester or those
who might have problems with attendance for both semesters are strongly discouraged from registering for this class.
The class will not be a typical test preparation course with mere drills and practice exams but will take a more practical and interactive multi-skill approach
with added opportunity for practicing speaking and writing. There will be a mix of activities that will require students to work independently and with each
other as a pair or in a group. Students who wish to enroll in this class must be willing to speak out and actively participate in group work and discussions and are
not shy in sharing and comparing viewpoints with others. Both a collaborative and cooperative attitude are necessary to successfully complete the course.

準備学習の内容
Students are expected come to class prepared and ready to contribute to the discussion and be involved in all activities. They must complete within the given
time all assignments, including in-class work and homework and participate as well in out-of-class preparations such as communicating and working together
with classmates for group assignments and meetings.
Always bring to class your dictionary, a notebook for taking down lecture notes and vocabulary, and a file folder for keeping all handouts. The use of devices, i.e.
mobile phones, tablets, and computer laptops, will be allowed only for study purposes and with permission from the professor.

教科書
Peter Crosthwaite, Natasha De Souza, and Marc Loewenthal. Cambridge English MINDSET FOR IELTS Student's Book 2. Cambridge University Press.
ISBN 978-1-316-64015-9.
Handouts for exercises and for some class activities will also be given out in class.

参考書
1) Any English dictionary for language learners, a bilingual English/Japanese dictionary or a monolingual English one, either printed, online, or an app.
2) The official IELTS website 〈 https://www.ielts.org/〉
3) The Official Cambridge Guide to IELTS app available in both Android and iOS versions

課題に対するフィードバックの方法
There will be student-teacher conferences, so students will be able to directly receive advice and feedback about their work from the professor. Feedback will
also occasionally be given immediately after an activity.

成績評価の方法
Class participation and attendance (30%)
In-class activities and exercises (40%)
Midterm and final tests (20%)
Vocabulary list (10%)

その他
Refer to the syllabus that the professor will hand out in class for further information.
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Exam Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅲ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 金曜 2時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハダス、マイケルＭ．

授業の概要・到達目標
This course will focus on developing speaking, listening, and communication skills for academic and general communication purposes. The course
goal is to help students communicate effectively in social and academic environments using the following tasks: pair and group discussions and
debates, rebuttal formation, listening to opinions and determining reasons, debating opinions and disagreeing with reasons, and using credible
evidence to support an argument. The course will focus on developing debate skills by defending arguments with credible and effective reasons.
This will be accomplished primarily during small team debate development and homework tasks. Additionally, students will develop and apply
vocabulary skills for writing at the university level in universities abroad.

授業内容
第1回目 Course Introduction and Expectations and Academic Debate Topics Introduction
第2回目 Discussion, Speaking Skills Part 1, Academic Debate Development. IELTS materials Introduction
第3回目 Discussion, Speaking Skills Part 2, Academic Debate Development, Debate formation
第4回目 Discussion, Speaking Skills Review, Mini Debate Preparation, IELTS materials review
第5回目 Mini Debate Topic Presentation All Teams
第6回目 Discussion, Speaking Skills Part 3: Debate 1 Introduction, Evidence Development
第7回目 Discussion, Speaking Skills Part 4: Debate 1 Development, Evidence Completion
第8回目 Discussion, Speaking Skills Review, Debate 1 Practice
第9回目 First Debate Topic Presentation All Teams
第10回目 Debate Speaking Skills Part 6: Debate 2 Introduction, Evidence Development, IELTS materials review
第11回目 Debate Speaking Skills Part 7: Debate 2 Development, Evidence Completion
第12回目 Discussion, Speaking Skills Review, Debate 2 Practice, IELTS materials review
第13回目 Final Debates in Groups
第14回目 Vocabulary Sheet Submission (Google Classroom), Final Debate Review

履修の注意点
Students who would like to study abroad or improve academic communication skills will benefit from taking this course.
This course is a full-year ACE Exam Skills course. Class size is limited to 16 students. STUDENTS MUST BRING A COMPUTER or TABLET
TO CLASS IN CASE THERE ARE STUDENTS REGISTERED AS ONLINE ONLY. This will also help us communicate interactively in class
without sitting too close to each other.

準備学習の内容
Students will use Google Classroom for all class work submissions for this class. Please consider this before registering. You must have some
degree of proficiency with MS Word or Google Documents, as debate drafts will require online applications to submit documents for the class.

教科書
No textbook required.

参考書
Online resources will be introduced throughout the semester. I will provide instructions on how to use the Google Classroom functions in our
second class

課題に対するフィードバックの方法
We will use Google Classroom for feedback & assignments for the course, Students will need a Gmail address to register for Google Classroom.

成績評価の方法
30% Weekly Review (research collected outside of class for debates and vocabulary sheet to be submitted online)
30% Participation (students will need to be actively involved in the class)
40% Assessment (includes two debates, a mini-debate, debate-releated preparation assignments)

その他
None
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Exam Skills(A)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅲ（Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 金曜 5時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ライト、アレックス

授業の概要・到達目標
This class will improve students’ TOEIC test taking skills and basic English ability. By focusing on a number of test taking strategies as well as
practicing material from sample tests, students will improve their TOEIC test taking skills. By learning the most important TOEIC specific
vocabulary and gaining extensive listening input, students will improve their basic English skills in a way which will also benefit their TOEIC
scores as well.

授業内容
第1回 Unit 15 Listening Test Part 1
第2回 Unit 16: Listening Test Part 2
第3回 Unit 17: Listening Test Part 3
第4回 Unit 18: Listening Test Part 4
第5回 Unit 19: Reading Test Part 5
第6回 Unit 20: Reading Test Part 6
第7回 Unit 21: Reading Test Part 7
第8回 Unit 22: Listening Test Part 1
第9回 Unit 23: Listening Test Part 2
第10回 Unit 24: Listening Test Part 3
第11回 Unit 25: Listening Test Part 4
第12回 Unit 26: Reading Test Part 1
第13回 Unit 27: Reading test Part 2
第14回 Unit 28: Reading test Part 3

履修の注意点
This is the second half of a one year course. The second half of the same textbook will be used for the fall course. Students who have not completed
the spring part of the course can still join this class. Class size is limited to 15 students.

準備学習の内容
Please be ready with your Textbook each week. Students will be required to master a large portion of the TSL (TOEIC Service List) which is a
list of the most important vocabulary for Toeic by how frequently it appears. Students will have to look at a portion of the list each week and
identify the words they don’t know and then learn the words they don’t know on their own. They will also be required to listen to listening
materials outside of class each week to improve their listening comprehension skills and write a short summary for homework.

教科書
Tactics for TOEIC Listening and Reading Test, Grant Trew ̃2650yen

Listenings will be provided by the instructor

参考書
Please see the weekly schedule.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
30% Participation
40% Quizzes
30% Extensive listening

その他
If you have any questions please email me at alexwright48@gmail.com
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

ACE Exam Skills(U)【2022年度以降入学者】
ACE Ⅲ（Upper Advanced）【2021年度以前入学者】

【和泉】 秋学期 金曜 3時限

1単位

1～4年次

兼任講師 ハダス、マイケルＭ．

授業の概要・到達目標
This course will focus on developing speaking, listening, and communication skills for academic and general communication purposes. The course
goal is to help students communicate effectively in social and academic environments using the following tasks: pair and group discussions and
debates, rebuttal formation, listening to opinions and determining reasons, debating opinions and disagreeing with reasons, and using credible
evidence to support an argument. The course will focus on developing debate skills by defending arguments with credible and effective reasons.
This will be accomplished primarily during small team debate development and homework tasks. Additionally, students will develop and apply
vocabulary skills for writing at the university level in universities abroad.

授業内容
第1回目 Course Introduction and Expectations and Academic Debate Topics Introduction
第2回目 Discussion, Speaking Skills Part 1, Academic Debate Development. IELTS materials Introduction
第3回目 Discussion, Speaking Skills Part 2, Academic Debate Development, Debate formation
第4回目 Discussion, Speaking Skills Review, Mini Debate Preparation, IELTS materials review
第5回目 Mini Debate Topic Presentation All Teams
第6回目 Discussion, Speaking Skills Part 3: Debate 1 Introduction, Evidence Development
第7回目 Discussion, Speaking Skills Part 4: Debate 1 Development, Evidence Completion
第8回目 Discussion, Speaking Skills Review, Debate 1 Practice
第9回目 First Debate Topic Presentation All Teams
第10回目 Debate Speaking Skills Part 6: Debate 2 Introduction, Evidence Development, IELTS materials review
第11回目 Debate Speaking Skills Part 7: Debate 2 Development, Evidence Completion
第12回目 Discussion, Speaking Skills Review, Debate 2 Practice, IELTS materials review
第13回目 Final Debates in Groups
第14回目 Vocabulary Sheet Submission (Google Classroom), Final Debate Review

履修の注意点
Students who would like to study abroad or improve academic communication skills will benefit from taking this course.
This course is a full-year ACE Exam Skills course. Class size is limited to 16 students. STUDENTS MUST BRING A COMPUTER or TABLET
TO CLASS IN CASE THERE ARE STUDENTS REGISTERED AS ONLINE ONLY. This will also help us communicate interactively in class
without sitting too close to each other.

準備学習の内容
Students will use Google Classroom for all class work submissions for this class. Please consider this before registering. You must have some
degree of proficiency with MS Word or Google Documents, as debate drafts will require online applications to submit documents for the class.

教科書
No textbook required.

参考書
Online resources will be introduced throughout the semester. I will provide instructions on how to use the Google Classroom functions in our
second class

課題に対するフィードバックの方法
We will use Google Classroom for feedback & assignments for the course, Students will need a Gmail address to register for Google Classroom.

成績評価の方法
30% Weekly Review (research collected outside of class for debates and vocabulary sheet to be submitted online)
30% Participation (students will need to be actively involved in the class)
40% Assessment (includes two debates, a mini-debate, debate-releated preparation assignments)

その他
None
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科目ナンバー：（PE）LAN311E

ACE Presentation Skills
【駿河台】 春学期 金曜 3時限

1単位

1～4年次

特任講師 パスクッチ、ルアン K.

授業の概要・到達目標
This course is a special “exit” course in the ACE Program, designed for students who wish to obtain the ACE Certificate.
The main goal of this course is to review presentation skills and to build up toward a final persuasive presentation on an academic subject, which will
be presented individually. Students will be expected to deliver their presentations effectively and also to smoothly handle questions after the delivery.
We will invite students and teachers from outside our class to our mid-term and final presentation classes and have them participate in the
discussions after each presentation.
Students will be encouraged to support their classmates preparing for their presentations, and peer teaching of various presentation skills will often
be assigned. they will have ample opportunities to use English in small group discussions and speeches.

授業内容
Week 1

Getting to know each other. Short self-introduction speeches by each student.
Weeks 2-4

Reviewing basic presentation skills. Every week each student will prepare and give a short speech, a presentation, or a workshop on a given topic.
Week 4

A class survey on the opinion statement chosen for the mid-term presentation. Submission of the outline for the mid-term presentations.
Introduction to Mindfulness. We'll be having a mindfulness experience weekly throughout the semester to build the confidence and equanimity
required for a good presenter.
Weeks 5

Delivering Introduction of the mid-term presentations (about 1 minute)
Week 6

Delivering Introduction and Body of the mid-term presentations (about 4 to 5 minutes)
Week 7

A full rehearsal of the mid-term presentation (5 to 6 minutes each).
Week 8

Full delivery of the mid-term presentation (5 to 6 minutes each) followed by short discussions involving the audience.
Week 9

A class survey on the opinion statement chosen for the final presentations. Submission of the outline for the final presentations
Week 10

Delivering Introduction to the final presentations
Week 11

Delivering Introduction and Body of the final presentations
Week 12

Rehearsing the delivery of the Final presentations
Week 13-14

Full delivery of the final presentations (9 to 10 minutes each) followed by short discussions involving the audience. The final presentation event
will be open to the public, and they will be either done online and/or videotaped and may be shared in other ACE classes and the ACE public website.
On a make-up class day

Performing or showing the final presentation video in the final joint ACE Showcase event in Izumi with other ACE classes.

履修の注意点
定員は8名です。この授業に登録するには、以下の2つの前提条件をすべてクリアしている必要があります。
1 ACEI～IVから、SまたはAの評価を6単位以上取得。
2 TOEICスコア700以上を取得。（2017年以前の入学者は600点以上。）
リピートで履修は可能ですが、初めて履修する方を優先し、定員に余裕がある場合は、すでにACE Presentation Skillsの単位を取得した方の履修
も認めます。その際は、教員に必ず申し出てください。

準備学習の内容
単位を得るには、最低、mid-term, final presentationを合格レベルで発表し、スムースに発表後の質疑応答、ディスカッションを英語でこなすこ
とが求められます。また、4回以上欠席すると、評価の対象にはなりません。

教科書
Study Skills for College English 2nd Edition (慶應義塾大学経済学部英語部会編著 定価 ￥1,050)

参考書
Speaking of Speech Premium Edition, by David Harrington and Charles LeBeau, Macmillan, 2021
Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery, 2nd Edition by Garr Reynolds, Voices That Matter, 2011
各種辞書、英辞郎ProLite等オンライン辞書。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
Participation, weekly assignments and speeches: 30%
Mid-term presentation: 30%
Final presentation: 40%

その他
None
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科目ナンバー：（PE）LAN311E

ACE Presentation Skills
【駿河台】 秋学期 金曜 3時限

1単位

1～4年次

特任講師 パスクッチ、ルアン K.

授業の概要・到達目標
This course is a special “exit” course in the ACE Program, designed for students who wish to obtain the ACE Certificate.
The main goal of this course is to review presentation skills and to build up toward a final persuasive presentation on an academic subject, which will
be presented individually. Students will be expected to deliver their presentations effectively and also to smoothly handle questions after the delivery.
We will invite students and teachers from outside our class to our mid-term and final presentation classes and have them participate in the
discussions after each presentation.
Students will be encouraged to support their classmates preparing for their presentations, and peer teaching of various presentation skills will often
be assigned. they will have ample opportunities to use English in small group discussions and speeches.

授業内容
Week 1

Getting to know each other. Short self-introduction speeches by each student.
Weeks 2-4

Reviewing basic presentation skills. Every week each student will prepare and give a short speech, a presentation, or a workshop on a given topic.
Week 4

A class survey on the opinion statement chosen for the mid-term presentation. Submission of the outline for the mid-term presentations.
Introduction to Mindfulness. We'll be having a mindfulness experience weekly throughout the semester to build the confidence and equanimity
required for a good presenter.
Weeks 5

Delivering Introduction of the mid-term presentations (about 1 minute)
Week 6

Delivering Introduction and Body of the mid-term presentations (about 4 to 5 minutes)
Week 7

A full rehearsal of the mid-term presentation (5 to 6 minutes each).
Week 8

Full delivery of the mid-term presentation (5 to 6 minutes each) followed by short discussions involving the audience.
Week 9

A class survey on the opinion statement chosen for the final presentations. Submission of the outline for the final presentations
Week 10

Delivering Introduction to the final presentations
Week 11

Delivering Introduction and Body of the final presentations
Week 12

Rehearsing the delivery of the Final presentations
Week 13-14

Full delivery of the final presentations (9 to 10 minutes each) followed by short discussions involving the audience. The final presentation event
will be open to the public, and they will be either done online and/or videotaped and may be shared in other ACE classes and the ACE public website.
On a make-up class day

Performing or showing the final presentation video in the final joint ACE Showcase event in Izumi with other ACE classes.

履修の注意点
定員は8名です。この授業に登録するには、以下の2つの前提条件をすべてクリアしている必要があります。
1 ACEI～IVから、SまたはAの評価を6単位以上取得。
2 TOEICスコア700以上を取得。（2017年以前の入学者は600点以上。）
リピートで履修は可能ですが、初めて履修する方を優先し、定員に余裕がある場合は、すでにACE Presentation Skillsの単位を取得した方の履修
も認めます。その際は、教員に必ず申し出てください。

準備学習の内容
単位を得るには、最低、mid-term, final presentationを合格レベルで発表し、スムースに発表後の質疑応答、ディスカッションを英語でこなすこ
とが求められます。また、4回以上欠席すると、評価の対象にはなりません。

教科書
Study Skills for College English 2nd Edition (慶應義塾大学経済学部英語部会編著 定価 ￥1,050)

参考書
Speaking of Speech Premium Edition, by David Harrington and Charles LeBeau, Macmillan, 2021
Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery, 2nd Edition by Garr Reynolds, Voices That Matter, 2011
各種辞書、英辞郎ProLite等オンライン辞書。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
Participation, weekly assignments and speeches: 30%
Mid-term presentation: 30%
Final presentation: 40%

その他
None

─ 104 ─



科目ナンバー：（PE）LAN311E

ACE Presentation Skills
【駿河台】 春学期 火曜 1時限

1単位

1～4年次

講師 ヨーク ジェームズ

授業の概要・到達目標
The goal of this class is to provide students with practical and effective skills for giving presentations in English. Students will learn key
presentation points and formats and improve their oral communication skills in order to be able to confidently and professionally make
presentations in English in a variety of situations.
Students will first give a presentation on a predetermined topic, but will then conduct research on a topic they are interested in and give a
presentation with less scaffolding from the teacher.

授業内容
Week 1: Getting to know each other. Short self-introduction speeches by each student.
Week 2: Reviewing basic presentation skills: Gestures focus
Week 3: Reviewing basic presentation skills: Message focus
Week 4: Reviewing basic presentation skills: Slides focus
Week 5: Delivering Introduction of the mid-term presentations
Week 6: Preparation and rehearsal of the mid-term presentation
Week 7: Full delivery of the mid-term presentation
Week 8: Deciding area of interest and start research
Week 9: Analysis work on area of interest
Week 10: Analysis presentation
Week 11: Participation 1
Week 12: Participation 2
Week 13: Final presentation preparation
Week 14: Final presentations

履修の注意点
定員は8名です。この授業に登録するには、以下の2つの前提条件をすべてクリアしている必要があります。
1 ACEI～IVから、SまたはAの評価を6単位以上取得。
2 TOEICスコア600以上を取得。（2018年以降の入学者は基準が変わります。）
リピートで履修は可能ですが、初めて履修する方を優先し、定員に余裕がある場合は、すでにACE Presentation Skillsの単位を取得した方の履
修も認めます。その際は、教員に必ず申し出てください。

準備学習の内容
Students should be prepared to think deeply about what they are interested in, conduct research on their own, analyze texts, and create
presentation slides.

教科書
なし

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
Presentation 1 (predefined) (30%)
Presentation 2 and analysis work (30%)
Final Presentation (40%)

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN311E

ACE Presentation Skills
【駿河台】 秋学期 火曜 1時限

1単位

1～4年次

講師 ヨーク ジェームズ

授業の概要・到達目標
The goal of this class is to provide students with practical and effective skills for giving presentations in English. Students will learn key
presentation points and formats and improve their oral communication skills in order to be able to confidently and professionally make
presentations in English in a variety of situations.
Students will first give a presentation on a predetermined topic, but will then conduct research on a topic they are interested in and give a
presentation with less scaffolding from the teacher.

授業内容
Week 1: Getting to know each other. Short self-introduction speeches by each student.
Week 2: Reviewing basic presentation skills: Gestures focus
Week 3: Reviewing basic presentation skills: Message focus
Week 4: Reviewing basic presentation skills: Slides focus
Week 5: Delivering Introduction of the mid-term presentations
Week 6: Preparation and rehearsal of the mid-term presentation
Week 7: Full delivery of the mid-term presentation
Week 8: Deciding area of interest and start research
Week 9: Analysis work on area of interest
Week 10: Analysis presentation
Week 11: Participation 1
Week 12: Participation 2
Week 13: Final presentation preparation
Week 14: Final presentations

履修の注意点
定員は8名です。この授業に登録するには、以下の2つの前提条件をすべてクリアしている必要があります。
1 ACEI～IVから、SまたはAの評価を6単位以上取得。
2 TOEICスコア600以上を取得。（2018年以降の入学者は基準が変わります。）
リピートで履修は可能ですが、初めて履修する方を優先し、定員に余裕がある場合は、すでにACE Presentation Skillsの単位を取得した方の履
修も認めます。その際は、教員に必ず申し出てください。

準備学習の内容
Students should be prepared to think deeply about what they are interested in, conduct research on their own, analyze texts, and create
presentation slides.

教科書
なし

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
Presentation 1 (predefined) (30%)
Presentation 2 and analysis work (30%)
Final Presentation (40%)

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN311E

ACE Academic Training【2022年度以降入学者】
【和泉】 春学期 金曜 2時限

1単位

1～4年次

特任講師 デヴェラ、ローナヴェリア L.

授業の概要・到達目標
This is an upper-level course which will provide academic training for students using an integrated-skills approach in order for them to develop
advanced academic skills as well as critical-thinking skills, communicative competence, and fluency which they can apply for their study abroad
in undergraduate level classes or in other international programs.
The class will be designed to simulate a foreign English-language classroom environment and prepare students for undertaking coursework in
overseas universities. Lessons will focus on strengthening students' academic writing and research skills and will give them a sound
understanding of the stages and components of the writing process and the conventions of writing essays and research papers in English.
Students will also engage and learn to work with others in different activities including discussions, workshops, and student-led sessions that are
more challenging and slightly more complex than in regular ACE courses.

授業内容
(Content is subject to change based on the needs of the class)
Week 1: Introduction to the course | Overview
Week 2: What is academic writing?
Week 3: Creating documents
Week 4: Citations, referencing, and plagiarism
Week 5: Note-taking
Weeks 6 to 11: Workshops and lecture/discussions
Weeks 12 and 13: Presentations
Week 14: Evaluation and assessment/ Wrap-up

履修の注意点
Students who possess any of the following scores: (a) TOEIC 800 and above; (b) TOEFL iBT 96 and above; or (c) IELTS 7.5 and above.
Students are encouraged to participate in all class activities with both a positive and a proactive attitude to ensure a more engaging classroom
atmosphere and to enrich the learning experience. This class will allow you to learn to express your ideas and be enthusiastic and not shy in
sharing and comparing viewpoints with others. Many activities are designed for students to work with a partner or in groups and be able to
exchange ideas and engage in discussion with all members of the class─yes, even with the teacher! Students must aim to be autonomous learners
who are clear what they hope to learn and hope to achieve in their future study-abroad experience or participation in an international program.
Proficiency with Microsoft Word (or similar word-processing software) and with PowerPoint will be helpful as there will be several writing tasks
including the final requirement of a paper based on your own research and a final presentation based on these findings.

準備学習の内容
Students are expected come to class prepared and ready to contribute to the discussion and be involved in all activities. They must complete
within the given time all class assignments, including in-class work and homework and participate as well in out-of-class preparations such as
communicating and working together with classmates for group assignments and meetings. Always bring to class your dictionary, a notebook for
taking down lecture notes and vocabulary, and a file folder for keeping all handouts. The use of devices, i.e. mobile phones, tablets, and computer
laptops, will be allowed only for study purposes and with permission from the professor.

教科書
There is no assigned textbook for this class.
For required readings, exercises, and class activities, handouts will be given out during the semester.

参考書
1) Any English dictionary for language learners, a bilingual English/Japanese dictionary or a monolingual English one, either printed, online, or
an app.
2) Purdue University Online Writing Lab 〈https://owl.purdue.edu/owl/purdue_owl.html〉

課題に対するフィードバックの方法
Students can directly receive feedback and advice from the professor regarding their work during the class.
Individual consultation sessions will be held as necessary.

成績評価の方法
Class participation and attendance (20%)
In-class activities, quizzes, and writing assignments (40%)
Final paper (20%)
Presentation (20%)

その他
Refer to the syllabus that the professor provides in class for further information.
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科目ナンバー：（PE）LAN311E

ACE Academic Training【2022年度以降入学者】
【和泉】 秋学期 水曜 1時限

1単位

1～4年次

講師 ヨーク ジェームズ

授業の概要・到達目標
1. Development of writing skills, specifically academic writing skills (undergraduate level)
2. Understanding the stages and components of the writing process (brainstorming, developing a thesis statement, gathering information,
drafting, revision/peer review, citation)
3. Understanding the concept of citation and how to avoid plagiarism, also how to distinguish between good and bad outside sources
4. Understanding good note-taking (active reading/listening)
5. Engaging in readings and activities that are a bit more challenging than those in a typical ACE class
6. Breaking down the components of an essay and working on each component (sentences, paragraphs, introductions, conclusions, thesis
statement, supporting evidence)
7. Experience an English-language classroom environment
8. Discussing ideas and research findings, either through group/pair discussions or via presentations

授業内容
第1回 Orientation work
第2回 Deciding a research topic
第3回 Reading academic papers
第4回 Structure of an essay
第5回 Writing a literature review
第6回 The methodology section
第7回 Research methods
第8回 Focus on academic writing skills
第9回 Paper writing -- introduction to the zine format
第10回 Paper writing
第11回 Paper writing
第12回 Paper writing
第13回 Paper writing
第14回 Paper showcase and review

履修の注意点
Students are expected to write a term paper.
All communication is expected to be in English.
From week 5 onwards, students are expected to be writing their thesis each week. Help will be given for specific problems and questions each
week.

準備学習の内容
The recommended TOEIC scores for this course are in the 800-850 range (upper advanced).

教科書
なし

参考書

課題に対するフィードバックの方法
Check ClassWeb

成績評価の方法
(20%) Participation
(60%) Final essay (again, multiple drafts are recommended)
(20%) Reviewing other papers

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN111E

英語 1～4年次

【教 授】石山徳子、虎岩直子、廣部泉
【准 教 授】兼子歩、ネルソン・リンジー R
【専任講師】ジョージ・ジョニー E、永江 敦、ヨーク・ジェームズ、森本陽子
【兼任講師】安藤和弘、石井千春、伊藤健一郎、伊藤由起子、井上和哉、宇野雅章、大和久悌一郎、奥井 裕、越智敏之、加藤 匠、神山左

文、河本房子、木内久美子、儀部直樹、具島 靖、熊澤清美、倉光紀子、斉藤くるみ、髙取康之、中野里美、中林正身、中村美奈
子、西浦 徹、野川浩美、堀越喜晴、松崎由貴、松沼真由子、マリッカール, F.A、望月千栄子、矢向寛子、山内正太郎、山口志の
ぶ、横田保恵、依田里花、若月麻美、渡邊浩子

授業の概要・到達目標
21世紀を迎えグローバル化の進む現在、英語の重要度は、益々大きくなっている。特に、本学部では、単位を伴った留学促進に力を入れてお
り、英語は留学準備のためにも特に重要である。授業では読む、書く、話す、聴く、能力を高めることを当面のねらいとするが、一人の教員
がすべての分野を同時に指導することは困難なので、個々のクラスによっていくつかの分野に的を絞ることになる。いずれの分野を学ぶにし
ても、語学習得のほかに、外国語を学ぶ意義を深く考え、その奥にある文化、風土、思考方法、外国語学習方法などに対する視野を広げるこ
とを、もう一つの目的とする。

授業内容
クラス指定、再履修授業は Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択外国語（2年生以上）は「選択外国語シラバス」を確認すること。

履修の注意点
明治大学、或いは政治経済学部の外国語教育は全体としてバランスが取れるように構成されている。当学部の英語Ⅰ、英語Ⅱ、英語Ⅲ、英語
Ⅳの授業の他にも、以下の授業やプログラムを履修したり参加することが可能である。
1） 学部間共通外国諸科目：詳しくは配布された「学部間共通外国語シラバス」を参照のこと、英語については英会話科目が中心である
2） 本学部独自のACE(Advanced Communicative English)プログラム：1クラス15人以下のコミュニケーション能力を重視した少人数授業を
履修し、プレゼンテーションなどの能力も養い、ACE修了証を獲得することも、条件を満たせば可能である。（詳しくは、4月のACEガイダ
ンスに出席し、シラバス、政治経済学部HP（教育の特色の中にあるACEページ）を参照すること）。
3） 実践的英語力強化プログラム（仮称）：各種英語試験受験のサポート、オンライン英会話講座、語学留学講座などがオファーされている。
今年度受講可能な講座や申し込み時期、方法については、http://meiji-seikei-ghrd.com/original/english.html他、掲示板などの情報に常に注意
すること。
4） その他にも、英語科目ではないが、専門科目を英語で学ぶトップスクールセミナー（国内留学体験）、留学生サポーター制度、留学準備
講座など、英語を介してオファーされる各種講義や受け入れ留学生との交流機会等があるので、掲示等に注意し、積極的に履修、あるいは参
加すること。
いずれにせよ、履修に関して特に留意してほしいことは、受身の学習を脱却して、英語を学習の対象としてみるだけでなく、「英語を使って学
ぶ」気持ちになることである。日頃から、書物、新聞、英語を母国語とする人との会話など、英語を実生活で積極的に使うように心がけよう。
本学部の学生には、留学に積極的にチャレンジして欲しいが、そうでなくとも、実際、社会に出てから、思わぬ時に国際的な場面で学んだり、
働いたりする＜巡り合わせ＞に、会うものである。（30代、40代の卒業生が一番よく口にする言葉は、学生時代に「もっと英語を」そして

「もっと教養を」身に付けておけばよかった、というものである。〔教養があれば応用が効く、とのこと〕）

準備学習の内容
クラス指定、再履修授業は Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択外国語（2年生以上）は「選択外国語シラバス」を確認すること。

教科書
クラス指定、再履修授業は Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択外国語（2年生以上）は「選択外国語シラバス」を確認すること。

参考書
クラス指定、再履修授業は Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択外国語（2年生以上）は「選択外国語シラバス」を確認すること。

課題に対するフィードバックの方法
クラス指定、再履修授業は Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択外国語（2年生以上）は「選択外国語シラバス」を確認すること。

成績評価の方法
それぞれの担当教員によって異なる。クラス指定、再履修授業は Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。選択外国語（2年生以上）は「選
択外国語シラバス」を確認すること。

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN121G

ドイツ語 1～4年次

【教 授】田村久男
【准 教 授】飯嶋曜子
【専任講師】永川 聡
【兼任講師】赤池エルフリーデマリア、石原竹彦、遠藤紀明、野口 健、橋本由紀子、阪東知子、平山茂樹

授業の概要・到達目標
ABC（アー・ベー・ツェー）の発音から接続法までのドイツ語文法の基礎と簡単なドイツ文の理解から始めて、中級読本が読めるようになる
までを目指す。同時にドイツ語圏諸国をはじめとしてヨーロッパの歴史、社会、文化、地理などにも目を向ける。

2年次では文法事項を再確認しながら、ドイツ語圏（ドイツ、オーストリア、スイス）の歴史、社会、文化、地理、風俗、生活、文学など
に関するものを読むが、各人の関心に応じて、さまざまなジャンルのドイツ語（必ずシラバスを参照のこと）を読む中級ドイツ語、独検対応
のためのドイツ語、ドイツ語会話のなかから選ぶことができる。

その他、学部間共通外国語科目としてドイツ人講師による会話I、II、IIIも設置されている。また、夏休み中に和泉キャンパスでネイティ
ヴ・スピーカーによるドイツ語夏期集中講座も開催される。夏と冬の年2回、ドイツ語技能検定試験（独検）も実施されており、これらは学
部の語学の単位に換算することができるので、シラバスによく目を通すこと。

授業内容
1年次では基本文法を学ぶとともに、やさしい読本を使って標準的な表現に親しむ。文法も講読もほぼ同じ章立てになっているので、対応

させながら学ぶことができる。文法、講読ともに前期をドイツ語I、後期をドイツ語IIといい、ドイツ語Iでは、発音から始め、動詞系列では現
在形を、名詞系列では格変化を中心にして、文を作るための基本的な語順を学ぶ。ドイツ語IIではさまざまな時称、助動詞、関係文、受動、最
後に英語の仮定法に似た接続法を学び、ドイツ文の基本構造（枠構造）を理解する。
クラス指定授業は Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択ドイツ語（2年次以上）は「選択外国語シラバス」を確認すること。

履修の注意点
ドイツ語会話I、II、III（学部間共通外国語科目）の履修を薦めたい。専門科目の中にもドイツ語圏の政治、経済、歴史、文化を対象とする

科目がある。

準備学習の内容
クラス指定授業は Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択ドイツ語（2年次以上）は「選択外国語シラバス」を確認すること。
1年文法は統一教科書『ドイツ文法スマート』（郁文堂）と『ドイツ文法エクササイズ』（郁文堂）を併用する。

教科書
クラス指定授業は Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択ドイツ語（2年次以上）は「選択外国語シラバス」を確認すること。
1年文法は統一教科書『ドイツ文法スマート』（郁文堂）と『ドイツ文法エクササイズ』（郁文堂）を併用する。

参考書
クラス指定授業は Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択ドイツ語（2年次以上）は「選択外国語シラバス」を確認すること。

【参考文献】
（1） 独和辞典。特に指定しないので、担当教員の説明を聞いて購入するとよい。
（2） ドイツの政治、経済、社会、文化などについての文庫本や新書なども読むとよい。

課題に対するフィードバックの方法
担当教員の考え方や方針によって異なる。
クラス指定授業は Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択ドイツ語（2年次以上）は「選択外国語シラバス」を確認すること。

成績評価の方法
担当教員の考え方や方針によって異なる。
クラス指定授業は Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択ドイツ語（2年次以上）は「選択外国語シラバス」を確認すること。

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN131F

フランス語 1～4年次

【教 授】瀬倉正克
【准 教 授】前田更子
【兼任講師】佐久間寛
【兼任講師】久保みゆき、佐々木菜緒、陣野俊史、瀧川広子、田桐正彦、廣田郷士、藤井宏尚、ベルテ・ディデエ、前之園望、宮川慎也、

山上昌子、山出裕子

授業の概要・到達目標
初めてフランス語に接する学習者を対象としています。新たな言語との出会いによって、それまで自分が作り上げてきた世界観や社会の見

方が大きく揺さぶられることは少なくありません。2年間のフランス語の授業を通して、フランス語を習得するだけでなく、フランコフォ
ニー（フランス語使用圏）の文化、社会に関する知識を深めていきましょう。

1年次では、発音や文法の初歩を学び、最終的にはフランス語の文章を正確に音読し、平易な文章を理解し、日常的な事柄について最低限
の意志を相手に伝えられるようにします。

2年次の授業での具体的な目標は、多様なジャンルのフランス語の原書を辞書を用いて理解し、平易なフランス語でコミュニケーションを
取れるようになることです。

授業内容
1年次の授業においては、フランス語の総合力を養う導入教育をおこないます。春学期の2コマ（フランス語I）、および秋学期の1コマ

（フランス語II）では、基礎文法の習得を主な目的とした授業が展開されます。1年次秋学期に設置されているもう1コマの授業（フランス語
II）については、担当教員の裁量にゆだねられていますが、それらの授業ではおおむね、既習文法事項の復習をしながら、簡単な文章の読解、
日常表現を中心とした会話の練習、身近な話題に関する作文などに力が注がれ、学習者がフランス語に慣れ親しむように工夫されています。

2年次においては、未習の文法項目を学びつつ、辞書を片手にさまざまなジャンルの文章を読み理解する能力、また、語彙力を強化しなが
ら伝えたいことを文章化し、話す能力を養います。さらに、DVDなどの視覚教材を用いた授業では、フランスだけでなく、スイスやベルギー、
ケベック、アフリカ諸国といったフランコフォニーの多様で豊かな文化に触れる機会もあるでしょう。

具体的な授業の進め方については、それぞれの授業に関するシラバス、および担当教員からの説明で確認してください。
なお、政治経済学部では、「実用フランス語技能検定試験」の受験を奨励しています。習熟度の確認のため、フランス語運用能力の向上のた

めにぜひ利用してください。詳しくは、授業時に担当教員に相談してください。
クラス指定授業については、Oh-o! Meijiクラスウェブで確認すること。
2年次以上の選択フランス語の授業については、「選択外国語シラバス」で確認すること。

履修の注意点
学部間共通科目として「フランス語会話」と「夏期集中講座」が用意されています。より多くの学びの機会を得たい人、会話力を身につけ

たい人には、学部間共通外国のシラバスにも目を通すことを勧めます。
語学の習得には日々の努力の積み重ねが大切です。学習内容を消化し、自分の中に定着させるためには、とりわけ復習が重要になるでしょ

う。なお、毎時間新しいことを学んでいきます。やむを得ず欠席する場合には必ず自習するようにしてください。

準備学習の内容

教科書
クラス指定授業については、Oh-o! Meijiクラスウェブで確認すること。
2年次以上の選択フランス語の授業については、「選択外国語シラバス」で確認すること。

参考書
クラス指定授業については、Oh-o! Meijiクラスウェブで確認すること。
2年次以上の選択フランス語の授業については、「選択外国語シラバス」で確認すること。

課題に対するフィードバックの方法
クラス指定授業については、Oh-o! Meijiクラスウェブで確認すること。
2年次以上の選択フランス語の授業については、「選択外国語シラバス」で確認すること。

成績評価の方法
クラス指定授業については、Oh-o! Meijiクラスウェブで確認すること。
2年次以上の選択フランス語の授業については、「選択外国語シラバス」で確認すること。

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN161C

中国語 1～4年次

【教 授】本間次彦、丸川哲史
【准 教 授】羽根次郎
【兼任講師】石井 理、石井 剛、石黒ひさ子、江崎隆哉、蛯名良亮、王 俊文、大西陽子、大野公賀、蓋 暁星、郭 偉、河田聡美、

牛 黎涛、喬 志航、斉 金英、佐藤 賢、菅野敦志、髙橋美千子、張 士陽、中本梅衣、花井みわ、本田親史、将邑劍平、
楊 立明、劉 娟

授業の概要・到達目標
発音・文法の初歩から始めて、中国語の基礎的な表現を習得すること、平易な文章を理解できる能力を養うことが目ざされる。さらに、応

用的な表現能力と読解能力の養成を目標としていく。

授業内容
「音」で表わされる「ことば」を学ぶという点から見て、中国語の学習に当たって最も大切なのは、正確な発音とその表記である「ピンイ

ン」（ローマ字による中国語表記法）を習得することである。一方、通常の中国語の文章を読むためには、逆に、発音とピンインのマスターを
前提とした、ピンイン離れ（日本語で言えば、振り仮名離れに相当する）が必要となる。二年間の授業は、このピンイン離れの入り口のレベ
ルに到達するまでの課程と位置づけることができる。

〔1年次〕基礎的な発音練習から始め、基本文法を学びながら、簡単な会話ができ、やさしい文章が理解できる力を養う。日本人教員が担当す
る授業では主に、ピンイン表記および語法面の理解に重点を置き、ネイティブ教員が担当するクラスでは主に、音声面の練習に重点を置く。

詳しい授業内容は、Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
〔2年次〕基礎的な表現や文法事項を復習しつつ、応用的な表現能力と読解能力をバランスよく身につけることを目ざす。

この他、より高度の中国語運用能力の習得を希望する学生向けに、3年次以降にも特別のクラスが設けられている。
2年次以降の選択外国語は「選択外国語シラバス」もしくは Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。

履修の注意点
学部間共通外国語科目の中に、「中国語会話」や「夏期集中講座」などが設置されている。話す力、聞く力を特に身につけようと望む者に

は、履修を薦めたい。

準備学習の内容
学部間共通外国語科目の中に、「中国語会話」や「夏期集中講座」などが設置されている。話す力、聞く力を特に身につけようと望む者に

は、履修を薦めたい。

教科書
クラス指定授業は、Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択中国語は、「選択外国語シラバス」もしくは Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
中国語の辞書としては、初級向けに『プログレッシブ中国語辞典』（小学館）、『クラウン中日辞典』（三省堂）などがある。また、より本格

的な学習を目ざす者のためには、『中日辞典』（小学館）、『講談社中日辞典』、『白水社中国語辞典』、『東方中国語辞典』（東方書店）、『中日大辞
典』（大修館書店）などがある。

参考書
担当教員の指示に従うこと。

課題に対するフィードバックの方法
クラス指定授業は、Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択中国語は、「選択外国語シラバス」もしくは Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。

成績評価の方法
担当教員の考え方や方針によって異なる。
クラス指定授業は Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択中国語（2年次以上）は「選択外国語シラバス」もしくは Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。

その他
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科目ナンバー：（PE）LAN141S

スペイン語 1～4年次

【准 教 授】仮屋浩子、内田兆史、武田和久
【兼任講師】有田美保、石原 セルヒオナバロポロ、稲森広明、遠藤健太、大場樹精、コルメナ ロメロ ロベルト、佐藤麻里乃、セグ スビラ ホ

セ オリオル、田中恵、バリエントス ロドリゲス、ブルゴス ホアン、福原弘識、松井賢治、メンドサ オスカル、モラレス ムニヨ
ス サンドラ、ロドリゲス ベニト、渡辺有美

授業の概要・到達目標
初めてスペイン語に触れる学生を対象に、文字と発音を学ぶところから始めます。スペイン語で、1．最低限の意志を伝える、2．辞書を

ひけるようになる、3．ある程度のコミュニケーションを成立させる、といった段階を経て、2年間学んだのちには、自分の感情を含め、身
の回りのことについて表現し、相手のことも理解できるようになることを目指します。また、言語と並行してスペイン語圏の文化とその背景
についても学習します。広大なスペイン語圏を旅行する際に、人と知り合い、自分のことを話し相手の話を聞けるようになること、辞書を片
手に初歩的な文章の読解ができるようになることを目指します。

1級から6級までの6段階に分けられたスペイン語技能検定を例に取れば、最初の学期で6級、1年～1年半かけて5級、2年を終えて4
級程度の取得を目標にします。さらに半年から一年努力すれば、EUが設定しているヨーロッパ言語共通参照枠のA2を目指すこともできるで
しょう。

授業内容
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。

さらに、簡単な読解、身近な話題に関する作文、聞き取り、日常表現を中心にした会話練習などを取り入れながら、学んだ文法を大きく広
げていきます。また、言語習得には文化的背景も不可欠なので、二十カ国におよぶスペイン語圏の多様な文化に触れる機会も与えられること
でしょう。具体的な授業の進め方その他については担当教員の説明およびそれぞれのシラバスを確認してください。

【1年次】
おもに文法学習を中心とするクラスと、聞いたり話したりする練習を中心とするクラスがあります。文法あっての凡用性と、口頭あっての

実用性、そのふたつをバランスよく学んでいきます。前期には現在形を、後期には過去形を中心に学び、スペイン語の基礎を築きます。
【2年次】

既習文法事項を復習・再確認しながら、未習の基礎文法を仕上げます。言いたいことを表現する技術、書かれていること・言われているこ
とを理解するコツを身につけたり、語彙を強化したりします。スペイン語で友人と話をすること、辞書さえあればスペイン語の文章を理解で
きるようになること、スペイン語検定4級合格を目指した文法事項の習得を到達目標とします。

意欲的な学習をして「初習外国語（という卒業単位）」の域を超えた習得を目指してください。

履修の注意点
学部間共通外国語のなかにもスペイン語が設置されています。より多くの学びの機会を得たい、会話力を身につけたい、復習がしたい、と

いったさまざまな活用法があります。

準備学習の内容
クラス指定授業は、Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択スペイン語は「選択外国語シラバス」を確認すること。

教科書
クラス指定授業は、Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択スペイン語は「選択外国語シラバス」を確認すること。

参考書
クラス指定授業は、Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択スペイン語は「選択外国語シラバス」を確認すること。

課題に対するフィードバックの方法
クラス指定授業は、Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択スペイン語は「選択外国語シラバス」を確認すること。

成績評価の方法
クラス指定授業は、Oh-o! Meiji クラスウェブを確認すること。
選択スペイン語は「選択外国語シラバス」を確認すること。

その他
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科目ナンバー：（PE）HES191J

健康・運動科学Ⅰ
2単位

2年次

教授 春日井 淳 夫

授業の概要・到達目標
本授業は、体育学と医学およびその他の関連諸科学の知見を総合

して、健康づくりの3要素である「運動・栄養・休養」について、
できるだけ具体的に解説する。またヒトの健康を理解する上で必要
と思われる基礎的な生理学分野（神経、筋肉、呼吸、循環等）につ
いても解説する。

これによって受講生は、人間にとっての身体運動の意味、運動と
健康の関わり、栄養・休養の重要性、基礎的な生理学分野について
学び、生涯に亘って日常的に運動やスポーツを個人の健康や能力に
合わせて実践できるようになる。また、疾患にかかる前に健康度を
高め、疾患にかからない身体をつくる正しい健康づくり理論が理解
でき、医・科学的根拠に基づいた健康度の測定・評価、到達目標の
決定が実現できるようになる。

授業内容
第1回 ガイダンス（授業実施上の注意点）、現代人の生活習慣と

健康状態
第2回 体力とは何か
第3回 運動不足とその影響
第4回 安全で有効な運動の基準
第5回 どのような運動がよいのか
第6回 筋の種類とその特徴
第7回 筋の収縮様式と筋力トレーニング
第8回 身体組成と肥満
第9回 運動と体温調節
第10回 活性酸素と生活習慣病
第11回 栄養 ～生活習慣病・老化を防ぐ食事
第12回 運動と免疫
第13回 禁煙と節酒
第14回 効果的な休養とは

履修の注意点
1．講義はPower Pointを用いて行う。講義資料は、Oh-o! Meiji
Systemの本講義クラスウェブにアクセスし、事前に受講生がダウ
ンロード＆印刷をして授業に持参することとする。
2．高校の保健理論の理解を前提とする。
3．1回ずつの授業が相互に関連があるので休まず受講することを
望む。
4．授業中の飲食行為、携帯電話による通話・メールは厳禁とす
る。
5．私語など人の迷惑になる行為は厳禁とする。

準備学習の内容
講義資料は事前に必ず一読しておくことを予習と位置づける。各

回の授業内容についての様々な情報をインターネットや図書を利用
して積み重ねることを復習として位置づける。

教科書
特に指定はしない。

参考書
特に指定はしない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
1．学期末に行う筆記試験の点数で評価する。
2．点数は60点以上を合格とし、点数に応じてS～Cの評価をする。
3．合格点に満たない者についての救済措置（追試、レポート等）
は行わない。

その他

科目ナンバー：（PE）HES191J

健康・運動科学Ⅰ
2単位

2年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
この授業の目標は、健康を維持・増進するためになぜ運動が必要

なのか、運動を行うと身体がどのように変化するのかを自然科学的
に理解することです。この目標を達成するために、自然科学的かつ
専門的な内容となることを十分理解して受講して下さい。また、本
授業で身につけた知見を活用して生涯にわたり、日常的な運動を実
践することが望まれます。

授業の概要として、体力、栄養、運動器、加齢、生活習慣病、ス
ポーツ医学、スポーツ科学、トレーニングなどの内容が主になりま
す。

授業内容
第1回 イントロダクション、健康について

（授業の内容、評価方法についての説明）
第2回 健康に関連する体力-1
第3回 健康に関連する体力-2
第4回 カロリー
第5回 栄養
第6回 運動器-1
第7回 運動器-2
第8回 トレーニング理論と実践
第9回 心肺蘇生法・スポーツ医学
第10回 生活習慣病-1
第11回 生活習慣病-2
第12回 加齢による身体の変化と運動の効果
第13回 メンタルヘルスと健康
第14回 運動習慣の形成

講義内容は変更になることがあります

履修の注意点
・体育会の学生など、練習・試合などの欠席は基本的には考慮しま
せん。
・スライドを用いた講義をおこないます。
・自然科学的な内容を多く含み、それに関わる専門用語も使用しま
す。
・健康科学だけでなく、スポーツ科学の内容も含みます。

準備学習の内容
授業内容に関する書籍、文献を積極的に読むことを推奨します。

教科書
特に指定しません。

参考書
『教養としての身体運動・健康科学』（東京大学身体運動研究室編）
東京大学出版会

『乳酸と運動生理・生化学』（八田秀雄著）市村出版
『健康づくりのための運動の科学』（鵤木秀夫編）化学同人

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
期末試験（80％）と授業への参加度・取り組み（20％）で総合的に
判断します。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）HES191J

健康・運動科学Ⅰ（特定 スポーツ）
2単位

2年次

教授 高 峰 修

授業の概要・到達目標
この授業では、スポーツに深く関わる学生として知っておくべき

基本的な事項のうち主に文化･社会的側面について取り上げる。対
面授業またはメディア授業での講義を基本としながら、受講者自身
による作業、あるいはグループワークを通じて講義内容の理解を深
める。

この授業の達成目標は、受講者が深く関わりをもつスポーツや、
そのスポーツをめぐる社会情勢についての理解を深め、さらにそう
した理解に基づいて各自の将来的なキャリアを構想することにあ
る。

なおこの授業では、半期14回のうち8回を対面授業、6回をメ
ディア授業として実施する。

授業内容
第1回：ガイダンス：近代スポーツとは？〔対面〕
第2回：スポーツの歴史〔メディア〕
第3回：アマチュアリズム〔対面〕
第4回：明治大学とスポーツ〔メディア〕
第5回：スポーツマンシップについて〔対面〕
第6回：スポーツとコマーシャリズム〔対面〕
第7回：ドーピング〔メディア〕
第8回：スポーツとジェンダーその1〔メディア〕
第9回：スポーツとジェンダーその2〔対面〕
第10回：スポーツ政策〔メディア〕
第11回：UNIVAS〔メディア〕
第12回：アスリートのキャリア問題その1〔対面〕
第13回：アスリートのキャリア問題その2〔対面〕
第14回：まとめ：スポーツの将来的展望〔対面〕

履修の注意点
・この授業の受講者はスポーツ特別入試によって入学した学生に限
定する。
・この授業は教室での対面授業を基本としつつ半期に6回のメディ
ア授業（オンデマンド型）を行う。
・対面授業においては授業開始時に口頭で出席を確認し、メディア
授業においては課題の提出を持って出席とする。
・授業に関する質問や相談は担当教員へのメールによって常時受け
付ける。また対面授業時に受講者同士の意見交換の場を積極的に設
け、メディア授業の内容に関する意見等の共有を図る。
・担当教員から受講者への連絡はOh-o! Meijiの「お知らせ」機能を
用い、受講者から担当教員への連絡は公開したメールアドレスを使
用する。

準備学習の内容
毎回の授業終了時に出す課題を復習として捉え、丁寧かつ着実に

こなして提出することを求める。

教科書
高峰ほか編著「現代社会とスポーツの社会学」杏林書院2022年

参考書
高峰修編著（2010）「スポーツ教養入門」岩波書店

課題に対するフィードバックの方法
次回対面授業の冒頭にて行います。

成績評価の方法
毎回のリアクションペーパー（60％）と期末レポート（40％）に

よって評価し、対面形式での定期試験は行わない。

その他

科目ナンバー：（PE）HES191J

健康・運動科学Ⅱ
2単位

3・4年次

教授 高 峰 修

授業の概要・到達目標
日本では基本的には中央政府の政策に沿いながらも、各地方自治

体がそれぞれの地域の実情に合わせたスポーツ政策や健康政策を展
開しています。本授業ではまず日本全体、次いで地域行政における
スポーツや健康に関する政策（法律や組織、予算、政策）の動向に
ついて解説します。それらの知識を活用し、最終的にはある地方自
治体を想定して、その地域の分析に基づいた健康・スポーツ政策の
立案を試みます。

この授業は健康運動科学科目として開設されていますが、地域行
政学科の学生、将来地方自治体の職員として仕事をすることを希望
する学生にとっても役立つことを想定しています。

授業内容
テーマ：地域行政と健康･スポーツ政策
第1講 日本人の健康状態の現状
第2講 日本人の運動･スポーツ実施の現状
第3講 日本のスポーツ政策の動向（法律、組織）
第4講 日本のスポーツ政策の動向（予算、基本計画）
第5講 日本のスポーツ政策の動向（総合型地域スポーツクラブ）
第6講 日本の健康政策の動向（法律、組織、医療費）
第7講 日本の健康政策の動向（健康日本21）
第8講 地方自治体における健康･スポーツ政策
第9講 地域スポーツとソーシャルキャピタル
第10講 地方自治体における健康・スポーツ政策立案①
第11講 地方自治体における健康・スポーツ政策立案②
第12講 地方自治体における健康・スポーツ政策立案③
第13講 政策報告会①
第14講 政策報告会②

履修の注意点
第9回までの講義内容に基づき、グループ単位で地方自治体にお

ける健康･スポーツに関する政策を立案します。
そして最後の2回の報告会にてグループ単位でプレゼンをして、

受講者で相互評価します。

準備学習の内容
半期の後半に予定されている政策立案については、授業時間外に

個人で、またはグループで作業を行う必要があります。

教科書
指定しません。

参考書
指定しません。

課題に対するフィードバックの方法
次回講義の冒頭にて行います。

成績評価の方法
原則として毎回出欠を確認し、リアクションペーパーを書いても

らいます。
全授業回数の2/3以上の出席を期末レポート提出の条件とします。
成績は以下の基準で評価します。

1）授業の理解度（リアクションペーパー） 50％
2）政策案の相互評価 10％
3）期末レポート評価 40％

その他
a）スライドとレジュメ

講義は原則として、スライドによるプレゼンテーションによって
進めます。講義前にスライドのファイルをOh-o! Meijiのクラスウェ
ブ内（資料）にアップしますので、必要に応じて各自で印刷して下
さい。
b）リアクションペーパー

原則として毎回、受講内容に対するコメントを書いてもらいます。
この内容をもって出席とします。ときどき、遅刻のチェックをしま
す。
c）グループワーク

履修者数によりますが、政策立案作業はグループ単位で行う予定
です。グループワークには積極的に関わることを期待します。
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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

教授 後 藤 光 将

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：テニスコート
第1回 ガイダンス
第2回 送球マシーンを用いた練習（フォアハンドストローク）
第3回 送球マシーンを用いた練習（バックハンドストローク）
第4回 送球マシーンを用いた練習（フォア・バックハンドスト

ローク）
第5回 送球マシーンを用いた練習（ボレー）
第6回 サービス、スマッシュ
第7回 ショートラリー、ミニゲーム（シングルス）
第8回 ショートラリー、ミニゲーム（3人vs3人）
第9回 サービスvsリターン、ミニゲーム（3人vs3人）
第10回 テニスの歴史・ルール・マナー
第11回 サービスvsリターン、ダブルスゲーム
第12回 サービスvsリターン、ダブルスゲーム
第13回 サービスvsリターン、ダブルスゲーム
第14回 講義（まとめ）

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
テニスのルールやマナーについて事前に調べて下さい。健康に関

する情報収集を常に心懸けて下さい。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度（40％）、平常点（30％）、期末レポート（30％）

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 一 川 大 輔

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が起因となる疾病等が深刻な社会
問題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運
動の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をね
らいとします。

授業内容
使用施設：ゴルフゲージ
第1回 オリエンテーション、利用施設の説明、アドレスとグリッ

プ、パッティング基礎
第2回 パッティングでのアドレス、グリップ、距離感の理解
第3回 アイアンショットでのアドレスとグリップ、ショット基礎
第4回 アプローチショットでのバックスイングからインパクト、

パター（バックスイングなし型）
第5回 アプローチショットでのインパクトからフォロースルー、

パター（インパクト型）
第6回 アプローチショットでのフォロースルーからフィニッ

シュ、パター（フォロースルー型）
第7回 ショットクロック練習（7時から5時）、パターゲーム
第8回 ショットクロック練習 (9時から3時）、パターゲーム
第9回 ショットクロック練習 (11時から1時）、パターゲーム
第10回 打ち出し角度を変えるためのショット練習、ショットデー

タの確認
第11回 各種クラブ（ウッド等）でのショット練習
第12回 各種クラブ（アイアン、ウッド等）でのショット練習
第13回 実際のラウンドを想定した模擬ラウンド練習
第14回 まとめ：授業内容の総括

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
授業前に特別の運動トレーニングを実施する必要はないが、日頃か
ら健康状態を整えるように努める。授業後も学内運動施設を利用し
運動習慣を獲得する意識を持ち、運動記録をつけるなどの方策が望
まれる。

教科書
特になし

参考書
PGA 基本ゴルフ教本（日本プロゴルフ協会）
2019年ゴルフ規則書（日本ゴルフ協会）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
*授業開講時数2/3以上の出席を成績の対象とします。
平常点（授業内容への理解と受講態度・協調性）60%、技術（初期
の技術レベルからの向上度等）30%、レポート10%

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

教授 春日井 淳 夫

授業の概要・到達目標
本授業の目的は、人間にとっての身体運動の意味、運動と健康の関

わりについて科学的根拠に基づく理解をし、運動を安全かつ有効に実
践できる知識を習得することである。

受講生は、自分自身の体力の現状を知り、今後どのように生活を送
ることが大切であるかを、授業を通して理解、説明することができる
ようになる。フィットネスルームにある様々な器具の正しい使用方法
を理解し、目的に合ったトレーニング方法を学び自ら適切に実践でき
るようになる。

授業内容
使用施設：フィットネスルーム
第1回：aのみ：イントロダクション（授業実施上のガイダンス）
第2回：体力測定（トレーニング前 その1）
第3回：体力測定（トレーニング前 その2）
第4回：体力評価とトレーニングプログラムの組み方（講義）
第5回：フィットネスルーム安全講習
第6回：各自のトレーニング
第7回：各自のトレーニング
第8回：各自のトレーニング
第9回：各自のトレーニング
第10回：各自のトレーニング
第11回：体力測定（トレーニング状況の中間評価）
第12回：体力評価の簡易フィードバック、各自のトレーニング
第13回：心肺蘇生法（CPR）実習
第14回：まとめと振り返り

履修の注意点
1．運動学演習Iは1年次必修科目である。週1回で14回の開講が予定
されており、半期で評価される。また実技ばかりではなく実技に関連
した講義も含まれている。
2．運動学演習Iの授業は、時間割に指定された曜日・時限で行う。
3．運動学演習Iの単位修得には、最低でも授業実施回数の3分の2以
上の出席が必要となる。授業に遅れてきた場合、20分以内であれば遅
刻と認めるが、遅刻2回で欠席1回と換算する。また、原則として早
退は認めない。
4．運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の授業時に担
当教員に申し出ること。
5．4月に実施される健康診断を必ず受診すること。

準備学習の内容
実技（身体運動）が中心となるため、普段からの自己管理（食事・

睡眠等）を心がけ、授業に支障が出ないようにすること。また、授業
に取り組むだけでなく、様々なトレーニング方法についてインター
ネットや図書を利用した知識の積み重ねを行うこと。

教科書
特に指定しない。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績評価は以下の通り行う。

1. 平常点（授業への取り組み状況、積極性、理解度、ルールの遵守な
ど） 70％
2. レポート（提出状況、内容など）、データシート記入状況 30％

その他
1．受講中にガムを噛む、また飲食行為（必要な水分補給を除く）は
厳禁とする。
2．運動に適した服装（ジーパン不可）、体育館シューズ（外靴以
外）、外靴を入れて保管する袋（シューズ袋）を準備すること。
3．受講中にスマートフォン等を身につけること、およびメール・通
話等の操作は厳禁とする。
4．授業を無断で早退すること、代返は厳禁とする。代返の場合、依
頼者と実行者の両者をルール違反として扱う。
5．上記4点について、万が一遵守できない場合は、単位の認定をし
ない。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 梅 澤 秋 久

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：ゴルフレンジ
第1回：オリエンテーション（受講上の留意点についてのガイダン

ス）
第2回：パターゴルフをやってみよう（チカラの調整とパターの操

作）
第3回：パターの操作に慣れよう（傾斜を計算してゴルフボールを

転がそう）
第4回：パターゴルフ大会をしよう（Par2の5つのホールでスコ

アを競おう）
第5回：長いホールのパターゴルフ大会をしよう
第6回：短いクラブでショットに挑戦しよう（グリップの握り方、

アドレスの取り方）
第7回：短いクラブでショットの型を学ぼう（ICTを活用して、見

本とのずれ：問題点を発見しよう）
第8回：狙った方向にボールを飛ばそう
第9回：ライ角通りにボールを上げよう
第10回：自身のスウィングの特徴を知ろう（ICTを活用し、他者と

の違いを発見しよう）
第11回：下半身始動のスウィングを身につけよう
第12回：ミドルアイアンでボールを打とう
第13回：ミドルアイアンでボールを飛ばそう
第14回：本授業のまとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
基礎的な身体活動を日常的に実践する。

教科書
特になし

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業中のテーマに関連する取り組み（40％）、授業への貢献度

（30%）、パフォーマンス(30%)

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 蛭 間 栄 介

授業の概要・到達目標
実施種目：水泳・水球・シュノーケリング

本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じ
て習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題と
なっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践
能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとしま
す。

授業内容
使用施設：プール
第1回 講義1:オリエンテーションと水の力学的影響について学修し、

説明できる 。
第2回 水泳に必要な準備体操および水中運動での身体的応答につい

て学修し、説明できる。
第3回 フィン及びシュノーケリングを使用したフィンスイムについ

て学修し、説明できる。
第4回 スキンダイビング（シュノーケルクリアやマスククリアな

ど）について学修し、説明できる。
第5回 演習：救急処置法について学修し、説明できる。
第6回 クロールの基本動作とドリルについて学修し、説明できる。
第7回 背泳ぎの基本動作とドリルについて学修し、説明できる。
第8回 平泳ぎの基本動作とドリルについて学修し、説明できる。
第9回 バタフライの基本動作とドリルについて学修し、説明でき

る。
第10回 水球の基本動作（立ち泳ぎ、パス、ドリブル、シューティン

グ）の習得とルールについて学修し、説明できる。
第11回 水球の基本動作のトレーニングについて学修し、説明でき

る。
第12回 水球の審判法について学修し、説明できる。
第13回 水球の戦術について学修し、説明できる。
第14回 講義2：「フィジカル・フィットネスと健康」について学修

し、説明できる。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が必
要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の
授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．準備学習として事前に配布される資料を、各授業前に読んで理解
しておいてください。

準備学習の内容
事前に配布された資料を読み、授業内容を理解しておいてください。
また、水中エクササイズは、普段にあまり使用しない筋群を使用する
ため普段からストレッチングやトレーニングをしておいてください。

教科書
使用しません。必要に応じて担当者が授業中に資料を配布します。

参考書
「水泳指導教本」（財団法人日本水泳連盟 編、大修館書店）
「スイミングファステスト」（高橋繁浩、鈴木大地 監訳、ベースボー
ルマガジン社）

「潜水医学入門」（池田知純 著、大修館書店）
「アクアエクササイズ指導教本」（深代泰子、尾陰由美子 監修、公益
財団法人 日本フィットネス協会）

課題に対するフィードバックの方法
レポートは評価とコメントを記入して学生に返却します。

成績評価の方法
平常点(60点)、授業の取り組み(20点)、およびレポート(20点)から総
合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員
の指示に従ってください。
2．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。
3．第1回目の授業には必ず出席してください。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 蛭 間 栄 介

授業の概要・到達目標
実施種目：水泳・水球・シュノーケリング

本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じ
て習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題と
なっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践
能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとしま
す。

授業内容
使用施設：プール
第1回 講義1:オリエンテーションと水の力学的影響について学修し、

説明できる 。
第2回 水泳に必要な準備体操および水中運動での身体的応答につい

て学修し、説明できる。
第3回 フィン及びシュノーケリングを使用したフィンスイムについ

て学修し、説明できる。
第4回 スキンダイビング（シュノーケルクリアやマスククリアな

ど）について学修し、説明できる。
第5回 演習：救急処置法について学修し、説明できる。
第6回 クロールの基本動作とドリルについて学修し、説明できる。
第7回 背泳ぎの基本動作とドリルについて学修し、説明できる。
第8回 平泳ぎの基本動作とドリルについて学修し、説明できる。
第9回 バタフライの基本動作とドリルについて学修し、説明でき

る。
第10回 水球の基本動作（立ち泳ぎ、パス、ドリブル、シューティン

グ）の習得とルールについて学修し、説明できる。
第11回 水球の基本動作のトレーニングについて学修し、説明でき

る。
第12回 水球の審判法について学修し、説明できる。
第13回 水球の戦術について学修し、説明できる。
第14回 講義2：「フィジカル・フィットネスと健康」について学修

し、説明できる。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が必
要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の
授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．準備学習として事前に配布される資料を、各授業前に読んで理解
しておいてください。

準備学習の内容
事前に配布された資料を読み、授業内容を理解しておいてください。
また、水中エクササイズは、普段にあまり使用しない筋群を使用する
ため普段からストレッチングやトレーニングをしておいてください。

教科書
使用しません。必要に応じて担当者が授業中に資料を配布します。

参考書
「水泳指導教本」（財団法人日本水泳連盟 編、大修館書店）
「スイミングファステスト」（高橋繁浩、鈴木大地 監訳、ベースボー
ルマガジン社）

「潜水医学入門」（池田知純 著、大修館書店）
「アクアエクササイズ指導教本」（深代泰子、尾陰由美子 監修、公益
財団法人 日本フィットネス協会）

課題に対するフィードバックの方法
レポートは評価とコメントを記入して、学生に返却します。

成績評価の方法
平常点(60点)、授業の取り組み(20点)、およびレポート(20点)から総
合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員
の指示に従ってください。
2．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。
3．第1回目の授業には必ず出席してください。
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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 梅 澤 秋 久

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：卓球場
第1回 オリエンテーション （受講上の留意点についてのガイダ

ンス）
第2回 からだを使ったアイスブレイク （仲間づくりをしよう）
第3回 ネット型ボール運動の特性について （卓球の面白さに気

づこう）
第4回 ネット型ボール運動としての「温泉卓球」（相手へのケア

をもった卓球を心がけよう）
第5回 ネットを挟んでラリーを続けよう （たくさんラリーして

相手コートに入れる感覚を磨こう）
第6回 卓球のボールに回転をかけよう （ドライブの面白さを探

ろう）
第7回 卓球のボールに回転をかけよう （「カット」したボールの

行方を探ろう）
第8回 卓球のボールをコースに打ち分けよう （狙ったところに

打ってみよう）
第9回 バックハンドでも打ってみよう （どのコースのボールも

返せるようになろう）
第10回 サーブで相手を崩そう （回転やコースを考えて打とう）
第11回 相手の打ちにくそうなところを狙おう （シングルス大会）
第12回 協働でラリーをしよう （ダブルスに慣れよう）
第13回 協力して相手の打ちにくそうなところを狙おう （ダブル

ス大会）
第14回 本授業のまとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
基礎的な身体活動を日常的に実践する。

教科書
特になし

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業中のテーマに関連する取り組み（40％）、授業への貢献度

（30%）、パフォーマンス(30%)

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 一 川 大 輔

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が起因となる疾病等が深刻な社会
問題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運
動の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をね
らいとします。

授業内容
使用施設：ゴルフゲージ
第1回 オリエンテーション、利用施設の説明、アドレスとグリッ

プ、パッティング基礎
第2回 パッティングでのアドレス、グリップ、距離感の理解
第3回 アイアンショットでのアドレスとグリップ、ショット基礎
第4回 アプローチショットでのバックスイングからインパクト、

パター（バックスイングなし型）
第5回 アプローチショットでのインパクトからフォロースルー、

パター（インパクト型）
第6回 アプローチショットでのフォロースルーからフィニッ

シュ、パター（フォロースルー型）
第7回 ショットクロック練習（7時から5時）、パターゲーム
第8回 ショットクロック練習 (9時から3時）、パターゲーム
第9回 ショットクロック練習 (11時から1時）、パターゲーム
第10回 打ち出し角度を変えるためのショット練習、ショットデー

タの確認
第11回 各種クラブ（ウッド等）でのショット練習
第12回 各種クラブ（アイアン、ウッド等）でのショット練習
第13回 実際のラウンドを想定した模擬ラウンド練習
第14回 まとめ：授業内容の総括

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
授業前に特別の運動トレーニングを実施する必要はないが、日頃か
ら健康状態を整えるように努める。授業後も学内運動施設を利用し
運動習慣を獲得する意識を持ち、運動記録をつけるなどの方策が望
まれる。

教科書
特になし

参考書
PGA 基本ゴルフ教本（日本プロゴルフ協会）
2019年ゴルフ規則書（日本ゴルフ協会）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
*授業開講時数2/3以上の出席を成績の対象とします。
平常点（授業内容への理解と受講態度・協調性）60%、技術（初期
の技術レベルからの向上度等）30%、レポート10%

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：サブホール
第1回 イントロダクション（受講上の留意点など）
第2回 縄跳び①
第3回 縄跳び②
第4回 バレーボール①
第5回 バレーボール②
第6回 バレーボール③
第7回 バドミントン①
第8回 バドミントン②
第9回 バドミントン③
第10回 キンボール①
第11回 キンボール②
第12回 ユニホック①
第13回 ユニホック②
第14回 まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4． 授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。

準備学習の内容
1. 食事や睡眠など体調管理につとめてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組み（50％）・意欲や態度（30%）・レポート（20%）
で総合的に判断します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 山 川 啓 介

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：プール
第1回：イントロダクション（受講上の留意点など）
第2回：近代4泳法（クロール）
第3回：近代4泳法（背泳ぎ）
第4回：近代4泳法（平泳ぎ）
第5回：近代4泳法（バタフライ）
第6回：ターン
第7回：日本泳法（横泳ぎや立ち泳ぎ）
第8回：安全水泳と救助法
第9回：リズム泳
第10回：水中運動
第11回：スキンダイビング
第12回：スキンダイビング
第13回：水球（基礎）
第14回：水球（ゲーム）、授業のまとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．授業に必要な水着、キャップ、ゴーグル、タオル等は忘れずに
準備してください。

準備学習の内容
食事や睡眠など体調管理に気をつけてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（60%）、態度（20%）、理解（20%）の3項目を点数化し、
その合計点で評価します．

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 杉 山 仁 志

授業の概要・到達目標
本授業の目的は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、有効に実践で
きる知識を習得することです。運動不足病が深刻な社会問題となっ
ている現在、運動実践の機会および知識の獲得を教育の一環として
確保されることは大学生にとって重要であり、不可欠であると考え
ます。健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、
生涯を通じて運動が実践できる資質の向上・育成をねらいとしま
す。

授業内容
使用施設：サブホール
第1講：前期授業のガイダンス
第2講：バレーボール（1）基礎技術の習得
第3講：バレーボール（2）基礎技術の応用・班分け
第4講：バレーボール（3）攻撃基礎技術の習得・ゲーム実践
第5講：バレーボール（4）攻撃基礎技術の応用・ゲーム実践
第6講：バレーボール（5）基礎技術習得確認・ゲーム実践
第7講：バレーボール（6）ゲーム実践
第8講：バドミントン（1）シングルスゲーム実践
第9講：バドミントン（2）シングルスゲーム実践
第10講：バドミバドミントン（3）ダブルスゲーム実践
第11講：バドミントン（4）ダブルスゲーム実践
第12講：バドミントン（5）ダブルスゲーム実践
第13講：バドミントン（5）団体戦ゲーム実践
第14講：まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
バレーボールのゲームが行えるように、基本的なルールを理解して
おくこと。
バドミントンのゲームが行えるように、基本的なルールを理解して
おくこと。

教科書
特になし

参考書
コーチングバレーボール基礎編 日本バレーボール協会（編集）日
本バレーボール学会（編集） 大修館書店
バドミントン教本基礎編 日本バドミントン協会（編集） ベース
ボールマガジン社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（1）主に授業への取組状況及び積極性を重視し評価する。
（2）平常点100％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：グラウンド
第1回：イントロダクション（受講上の留意点など）
第2回：ウォーキング
第3回：ジョギング
第4回：レクレーションゲーム①
第5回：レクレーションゲーム②
第6回：アルティメット①
第7回：アルティメット②
第8回：アルティメット③
第9回：フットサル①
第10回：フットサル②
第11回：フットサル③
第12回：ソフトボール①
第13回：ソフトボール②
第14回：ソフトボール③

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4． 授業に必要なウェアや靴を準備してください。

準備学習の内容
1. 食事や睡眠など体調管理に努めてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（60%）、態度（20%）、理解（20%）の3項目を点数化し、
その合計点で評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

─ 121 ─



科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 竹 井 尚 也

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：メインホール
第1回：授業の説明とオリエンテーション
第2回：サッカーの基礎1
第3回：サッカーの基礎2
第4回：サッカーの応用
第5回：ドッヂビーの基礎1
第6回：ドッヂビーの基礎2
第7回：ドッヂビーの応用
第8回：バスケットボールの基礎1
第9回：バスケットボールの基礎2
第10回：バスケットボールの応用
第11回：サッカー、ドッヂビー, バスケットボールのリーグ戦1
第12回：サッカー、ドッヂビー, バスケットボールのリーグ戦2
第13回：サッカー、ドッヂビー, バスケットボールのリーグ戦3
第14回：まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
サッカー、ドッヂビー, バスケットボールのルールやマナーについ
て調べる。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
(a) 授業への積極的な取組み・態度 60% (b) 理解力・技能の
上達度 30% (c) レポート・提出物10%

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 山 川 啓 介

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：プール
第1回：イントロダクション（受講上の留意点など）
第2回：近代4泳法（クロール）
第3回：近代4泳法（背泳ぎ）
第4回：近代4泳法（平泳ぎ）
第5回：近代4泳法（バタフライ）
第6回：ターン
第7回：日本泳法（横泳ぎや立ち泳ぎ）
第8回：安全水泳と救助法
第9回：リズム泳
第10回：水中運動
第11回：スキンダイビング
第12回：スキンダイビング
第13回：水球（基礎）
第14回：水球（ゲーム）、授業のまとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．授業に必要な水着、キャップ、ゴーグル、タオル等は忘れずに
準備してください。

準備学習の内容
食事や睡眠など体調管理に気をつけてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（60%）、態度（20%）、理解（20%）の3項目を点数化し、
その合計点で評価します．

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 杉 山 仁 志

授業の概要・到達目標
本授業の目的は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、有効に実践で
きる知識を習得することです。運動不足病が深刻な社会問題となっ
ている現在、運動実践の機会および知識の獲得を教育の一環として
確保されることは大学生にとって重要であり、不可欠であると考え
ます。健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、
生涯を通じて運動が実践できる資質の向上・育成をねらいとしま
す。

授業内容
使用施設：サブホール
第1講：前期授業のガイダンス
第2講：バレーボール（1）基礎技術の習得
第3講：バレーボール（2）基礎技術の応用・班分け
第4講：バレーボール（3）攻撃基礎技術の習得・ゲーム実践
第5講：バレーボール（4）攻撃基礎技術の応用・ゲーム実践
第6講：バレーボール（5）基礎技術習得確認・ゲーム実践
第7講：バレーボール（6）ゲーム実践
第8講：バドミントン（1）シングルスゲーム実践
第9講：バドミントン（2）シングルスゲーム実践
第10講：バドミバドミントン（3）ダブルスゲーム実践
第11講：バドミントン（4）ダブルスゲーム実践
第12講：バドミントン（5）ダブルスゲーム実践
第13講：バドミントン（5）団体戦ゲーム実践
第14講：まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
バレーボールのゲームが行えるように、基本的なルールを理解して
おくこと。
バドミントンのゲームが行えるように、基本的なルールを理解して
おくこと。

教科書
特になし

参考書
コーチングバレーボール基礎編 日本バレーボール協会（編集）日
本バレーボール学会（編集） 大修館書店
バドミントン教本基礎編 日本バドミントン協会（編集） ベース
ボールマガジン社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（1）主に授業への取組状況及び積極性を重視し評価する。
（2）平常点100％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

教授 春日井 淳 夫

授業の概要・到達目標
本授業の目的は、人間にとっての身体運動の意味、運動と健康の関

わりについて科学的根拠に基づく理解をし、運動を安全かつ有効に実
践できる知識を習得することである。

受講生は、自分自身の体力の現状を知り、今後どのように生活を送
ることが大切であるかを、授業を通して理解、説明することができる
ようになる。フィットネスルームにある様々な器具の正しい使用方法
を理解し、目的に合ったトレーニング方法を学び自ら適切に実践でき
るようになる。

授業内容
使用施設：フィットネスルーム
第1回：aのみ：イントロダクション（授業実施上のガイダンス）
第2回：体力測定（トレーニング前 その1）
第3回：体力測定（トレーニング前 その2）
第4回：体力評価とトレーニングプログラムの組み方（講義）
第5回：フィットネスルーム安全講習
第6回：各自のトレーニング
第7回：各自のトレーニング
第8回：各自のトレーニング
第9回：各自のトレーニング
第10回：各自のトレーニング
第11回：体力測定（トレーニング状況の中間評価）
第12回：体力評価の簡易フィードバック、各自のトレーニング
第13回：心肺蘇生法（CPR）実習
第14回：まとめと振り返り

履修の注意点
1．運動学演習Iは1年次必修科目である。週1回で14回の開講が予定
されており、半期で評価される。また実技ばかりではなく実技に関連
した講義も含まれている。
2．運動学演習Iの授業は、時間割に指定された曜日・時限で行う。
3．運動学演習Iの単位修得には、最低でも授業実施回数の3分の2以
上の出席が必要となる。授業に遅れてきた場合、20分以内であれば遅
刻と認めるが、遅刻2回で欠席1回と換算する。また、原則として早
退は認めない。
4．運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の授業時に担
当教員に申し出ること。
5．4月に実施される健康診断を必ず受診すること。

準備学習の内容
実技（身体運動）が中心となるため、普段からの自己管理（食事・

睡眠等）を心がけ、授業に支障が出ないようにすること。また、授業
に取り組むだけでなく、様々なトレーニング方法についてインター
ネットや図書を利用した知識の積み重ねを行うこと。

教科書
特に指定しない。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績評価は以下の通り行う。

1. 平常点（授業への取り組み状況、積極性、理解度、ルールの遵守な
ど） 70％
2. レポート（提出状況、内容など）、データシート記入状況 30％

その他
1．受講中にガムを噛む、また飲食行為（必要な水分補給を除く）は
厳禁とする。
2．運動に適した服装（ジーパン不可）、体育館シューズ（外靴以
外）、外靴を入れて保管する袋（シューズ袋）を準備すること。
3．受講中にスマートフォン等を身につけること、およびメール・通
話等の操作は厳禁とする。
4．授業を無断で早退すること、代返は厳禁とする。代返の場合、依
頼者と実行者の両者をルール違反として扱う。
5．上記4点について、万が一遵守できない場合は、単位の認定をし
ない。
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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 今 野 和 志

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：フィットネスルーム
第1講 イントロダクション（授業計画の説明、評価について）
第2講 体力測定①
第3講 体力測定②、フィットネス・データの解説
第4講 トレーニング機器の取り扱い説明
第5講 プログラム作成、トレーニングの原則について
第6講 トレーニングの実践①、筋力トレーニングの原則①
第7講 トレーニングの実践②、筋力トレーニングの原則②
第8講 トレーニングの実践③、有酸素運動について①
第9講 トレーニングの実践④、有酸素運動について②
第10講 トレーニングの実践⑤、ストレッチ①
第11講 トレーニングの実践⑥、ストレッチ②
第12講 トレーニングの実践⑦、バランスボール①
第13講 トレーニングの実践⑧、バランスボール②
第14講 講義のまとめ
*講義の内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．室内用のシューズを準備してください。

準備学習の内容
事故や怪我を予防するため、前日に充分な睡眠をとり、体調を整え
て授業に参加できるようこころがけてください。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組みと姿勢（60％）、協調性・コミュニケーション能
力（20％）、データ・シート作成（20％）から総合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 齋 藤 実

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：サブホール 教材：バドミントン
第1回：イントロダクション（運動学を学修する意義、リスクマネ

ジメント）
第2回：導入（シャトル、ラケットに慣れ、模範演技によって競技

特性を理解する）
第3回：技能実習I （グリップ・ラケットワーク・フットワークの

理解）
第4回：技能実習II （基本ストローク：サーブ・ヘアピン・ドロッ

プ）
第5回：技能実習III （基本ストローク：ドライブ・ハイクリ

アー・スマッシュ）
第6回：技能実習IV （コンビネーションプレー、簡易ラリー）
第7回：シングルス簡易ゲームI （審判法の学習）
第8回：シングルス簡易ゲームII （ゲーム実習）
第9回：シングルス簡易ゲームIII（ゲームの戦略を学ぶ）
第10回：ダブルス簡易ゲームI （ゲーム実習）
第11回：ダブルス簡易ゲームII （ゲームの戦略を学ぶ）
第12回：大会実習I （ダブルスゲームを中心とした団体戦、技能評

価を含む）
第13回：大会実習II （ダブルスゲームを中心とした団体戦、技能評

価を含む）
第14回：大会実習III （ダブルスゲームを中心とした団体戦、技能

評価を含む）

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．服装とシューズの準備できていない場合は怪我の原因になるこ
とがあるため、授業に参加できないことがあります。

準備学習の内容
授業中に配付する資料の該当箇所を振り返り、不明な部分があれば
授業で質問すること。また、次の回の内容について資料に目を通し
ておくこと。

教科書
特に定めない。

参考書
『基礎から学ぶスポーツリテラシー』高橋 健夫 (著)、大修館書店

課題に対するフィードバックの方法
代表的な意見を取り上げて、授業内にて講評する。

成績評価の方法
平常点評価 70％：授業態度、ルール、マナー、競技への取り組み
等、到達目標への積極性を評価する。
授業内評価 30％：実技、筆記（ルール、マナーについて）を実施
し、技能、理解度を評価する。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 今 野 和 志

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館3階サブホール
第1講 イントロダクション（授業計画の説明・評価について）
第2講 バトミントン①（ルールとマナー、ハイ・クリアー、ドリ

ブン・クリアー）
第3講 バトミントン②（ドライブ、プッシュ、スマッシュ）
第4講 バトミントン③（ドロップ&カット、ヘアピン、サービ

ス）
第5講 バトミントン④（ゲーム）
第6講 バレーボール①（ルールとマナー、オーバーハンドパス、

アンダーハンドパス）
第7講 バレーボール②（サーブ、レシーブ）
第8講 バレーボール③（スパイク、ブロック）
第9講 バレーボール④（ゲーム）
第10講 フットサル①（ルールとマナー、各種パス、トラップ）
第11講 フットサル②（ドリブル、シュート）
第12講 フットサル③（ポストプレー、ポジショニング）
第13講 フットサル④（ゲーム）
第14講 講義のまとめ
*講義の内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．室内用のシューズを準備してください。

準備学習の内容
事故や怪我を予防するため、前日に充分な睡眠をとり、体調を整え
て授業に参加できるようこころがけてください。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組みと姿勢（60％）、協調性・コミュニケーション能
力（20％）、授業への貢献度（20％）から総合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 今 野 和 志

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：グラウンド（和泉）
第1講 イントロダクション（授業計画の説明、評価について）
第2講 サッカー①（ルールとマナー、キック）
第3講 サッカー②（トラップ）
第4講 サッカー③（ドリブル）
第5講 サッカー④（ボールポゼッション、ゲーム）
第6講 サッカー⑤（リーグ戦）
第7講 ソフトボール①（ルールとマナー、スローイング）
第8講 ソフトボール②（キャッチング）
第9講 ソフトボール③（バッティング）
第10講 ソフトボール④（フィールディング、ゲーム）
第11講 ソフトボール⑤（リーグ戦）
第12講 アルティメット①（ルールとマナー、ゲーム）
第13講 アルティメット②（リーグ戦）
第14講 講義のまとめ
*講義の内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
事故や怪我を予防するため、前日に充分な睡眠をとり、体調を整え
て授業に参加できるようこころがけてください。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組みと姿勢（60％）、協調性・コミュニケーション能
力（20％）、授業への貢献度（20％）から総合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 緒 方 貴 浩

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くこ
とのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコミュ
ニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習
得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となって
いるなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向
上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとします。

授業内容
使用施設：ゴルフレンジ
第1回：オリエンテーション（授業の概要と目的、履修上の注意、成

績評価方法などの説明）
第2回：グリップ、アドレス、スイング理論（スイングクロック）
第3回：ミドルアイアンを使ってのスイングフォームの形成（スイン

グクロック①～③）
第4回：ミドルアイアンを使ってのスイングフォームの形成（スイン

グクロック③～⑤）
第5回：スイング作り（ビデオを使ってスイング修正①）
第6回：ショートアイアンを使ってのスイングフォームの形成
第7回：ロングアイアンを使ってのスイングフォームの形成
第8回：ドライバーのスイング理論（ビデオを使ってスイング修正

②）
第9回：ドライバーショット時のティーの高さの考え方
第10回：ショートゲーム（アプローチ：ピッチショット）
第11回：ショートゲーム（アプローチ：ピッチエンドラン、チップ

ショット）
第12回：パッティング技術の習得
第13回：ミニゲーム①
第14回：ミニゲーム②

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が必
要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の
授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．ゴルフ競技を観るスポーツとして楽しむことができるようにルー
ルを積極的に覚える努力をしてください。

準備学習の内容
下記サイト（日本ゴルフ協会）を参考にルールについて学習するこ
と。
・ゴルフ規則について（http://www.jga.or. jp/ jga/html/rules/
rules.html）
・ゴルフ規則動画（http://www.jga.or.jp/jga/html/rules/movie.html）

教科書
ゴルフには様々なスイング理論があるため、1つと限定した教科書は
使用しない。

参考書
・PGAジュニア基本ゴルフ教本
別途、必要に応じて資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績は、以下の観点から総合的に評価する。
1．実践点（50％）：授業への積極的な参加、課題達成度（コミュニ
ケーション能力、動的学習姿勢）
2．理解点（20％）：ルールおよびゴルフのラウンドマナー・エチ
ケットの理解（幅広い教養としての知識・理解）
3．技能達成度（30点）：基礎的技能の習得など（専門分野の基本的
な知識・理解及び技術）

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員
の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館ウェスト2階 フィットネスルーム
第1回：ガイダンス
第2回：体力測定（1）、トレーニング機器の取り扱い説明
第3回：体力測定（2）、目標設定、プログラム作成
第4回：トレーニング強度の設定（10RM の測定など）
第5回：トレーニングの実践（1）
第6回：トレーニングの実践（2）
第7回：トレーニングの実践（3）
第8回：トレーニングの実践（4）
第9回：トレーニングの実践（5）
第10回：トレーニングの実践（6）
第11回：トレーニングの実践（7）
第12回：トレーニングの実践（8）
第13回：体力測定（3）
第14回：体力測定（4）、レポート提出、まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。

準備学習の内容
1. 食事や睡眠など体調管理に気をつけてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。必要に応じて資料を配布します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（40%）、授業への取り組み（30%）、レポート（30%）の3
項目を点数化し、その合計点で評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 佐 藤 伸一郎

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
第1講 前期授業のガイダンス・講義
第2講 ラケットとグリップについての説明、フォアハンド練習
第3講 バックハンド練習、ロング・ショートの打ち分け
第4講 各種ショットの打ち分けとシングルス・ルールの理解
第5講 シングルス・ゲームのグループ分け
第6講 シングルス・ゲーム実践（1）
第7講 シングルス・ゲーム実践（2）
第8講 ダブルス・ルールの理解とペア分け
第9講 ダブルス・ゲーム実践（1）
第10講 ダブルス・ゲーム実践（2）
第11講 ダブルス・ゲーム実践（3）
第12講 団体戦ゲーム実践（1）
第13講 団体戦ゲーム実践（2）
第14講 まとめ（実技試験含む）

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
1、ゲームのルール（シングルスとダブルス）を文献で理解してお
くこと。できれば事前に実際にゲームを経験しておくと理解がス
ムースになります。
2、準備体操が自分でできるようにしておくこと。
3、自宅でストレッチをする、通学時に駅1区間はウオーキングす
るなど授業だけでなく週に2～3回は意識的に身体を動かすように
しましょう。

教科書
特に指定しません。必要な資料は授業中に配布します。

参考書
特に指定しません

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績は総合的な観点（平常点50％、各自の取り組み姿勢25％、実

技試験25％）から評価されます。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 竹 崎 一 真

授業の概要・到達目標
実施種目：フィットネス
フィットネスルーム内の様々なトレーニング機器を用いてトレーニ
ングを行います。各個人が目標を設定し、目標達成のためのトレー
ニングプログラムを立案し、実践します。最後にトレーニング効果
について評価し、レポートにまとめます。運動トレーニングの実践
および安全で効果的なトレーニングプログラム作成のための知識と
技術の習得を目指します。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館ウェスト2階 フィットネスルーム
第1回：ガイダンス
第2回：体力測定（1）、トレーニング機器の取り扱い説明、機器

の使用に慣れる
第3回：目標設定、プログラム作成、フリーウエイトトレーニング

のフォーム解説
第4回：トレーニング強度の設定（10RM の測定など）
第5回：トレーニングの実践（1）
第6回：トレーニングの実践（2）
第7回：トレーニングの実践（3）
第8回：トレーニングの実践（4）
第9回：トレーニングの実践（5）
第10回：トレーニングの実践（6）
第11回：トレーニングの実践（7）
第12回：トレーニングの実践（8）
第13回：体力測定（2）、トレーニング効果の評価
第14回：レポート提出、まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。

準備学習の内容
1. 食事や睡眠など体調管理に気をつけてください。

教科書
特にありません。必要に応じて資料を配布します。

参考書
特にありません。必要に応じて資料を配布します。

課題に対するフィードバックの方法
毎授業時に行います。

成績評価の方法
平常点（40%）、授業への取り組み（30%）、レポート（30%）の3
項目を点数化し、その合計点で評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 今 野 和 志

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：グラウンド（和泉）
第1講 イントロダクション（授業計画の説明、評価について）
第2講 サッカー①（ルールとマナー、キック）
第3講 サッカー②（トラップ）
第4講 サッカー③（ドリブル）
第5講 サッカー④（ボールポゼッション、ゲーム）
第6講 サッカー⑤（リーグ戦）
第7講 ソフトボール①（ルールとマナー、スローイング）
第8講 ソフトボール②（キャッチング）
第9講 ソフトボール③（バッティング）
第10講 ソフトボール④（フィールディング、ゲーム）
第11講 ソフトボール⑤（リーグ戦）
第12講 アルティメット①（ルールとマナー、ゲーム）
第13講 アルティメット②（リーグ戦）
第14講 講義のまとめ
*講義の内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
事故や怪我を予防するため、前日に充分な睡眠をとり、体調を整え
て授業に参加できるようこころがけてください。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組みと姿勢（60％）、協調性・コミュニケーション能
力（20％）、授業への貢献度（20％）から総合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 西 谷 善 子

授業の概要・到達目標
【授業の概要】
2020+1東京五輪の女子銀・銅メダル獲得でさらに注目が高まって
いるスポーツクライミング。
一見、力がないとできないスポーツと思われがちですが、決してそ
うではありません。
クライミングは誰にでも挑戦可能で、マイペースに楽しめるスポー
ツです。「体を使うチェス」と表現されたりするように、頭の使い
ようによって様々な可能性が開かれているというような限りない魅
力を持っています。
本授業では、クライミングの中のボルダリング種目を中心に授業を
展開し、自分の身体の機能や動き等を学びます。

【到達目標】
クライミングを通して、自らの心身と向き合い、仲間とともに生涯
を通じてスポーツを楽しむ力を養うことを目標とします。

授業内容
使用施設：和泉体育館1階クライミングウォール
主に3～5m程の短い壁を登る「ボルダリング」と呼ばれる種目を
中心に行います。
毎回、ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後、各傾斜の
壁をローテーションで登りながら理解を深めます。
第1週：講義1 クライミング概論
第2週：講義2 クライミングの安全対策
第3週：講義3 クライミングに必要な体力
第4-5週：講義4 足の置き方、ホールドの持ち方、ムーブ
第6週：講義5 ルートを読む；オブザベーションの重要性
第7-8：講義6 課題を作ってみる
第9-10週：講義7 競技クライミング；ボルダリング
第11週：講義8 長いルートを登ってみる；ルートクライミング
第12-13：課題を登る 中間テスト（理解度・達成度チェック）
第14週：講義9 体力の比較、まとめ、レポート提出

履修の注意点
1．授業進行状況に合わせて順序、内容、教場を変更することがあ
ります。
2．単位修得にあたっては、半期授業実施回数の3分の2以上の出
席が必要となります。
3．初回～3、4週目までは様々な部分（特に前腕部）が筋肉痛に
なります。

準備学習の内容
必要に応じて授業中に指示する。

教科書
特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布し
て授業を進めます。

参考書
特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布し
て授業を進めます。
興味がある人は『フリークライミングはじめました。：ボルダリン
グから本格クライミングまで』と『スポーツクライミング ボルダ
リング 考える力を身につけながら楽しくレベルアップ!!』（西谷監
修）を読むと、授業の様子が分かります。授業を選択する前にぜひ
読んでみてください。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成 績 は、平 常 点（60％）、理 解 度・達 成 度（20％）、レ ポ ー ト

（20％）で総合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 齋 藤 実

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：サブホール 教材：バドミントン
第1回：イントロダクション（運動学を学修する意義、リスクマネ

ジメント）
第2回：導入（シャトル、ラケットに慣れ、模範演技によって競技

特性を理解する）
第3回：技能実習I （グリップ・ラケットワーク・フットワークの

理解）
第4回：技能実習II （基本ストローク：サーブ・ヘアピン・ドロッ

プ）
第5回：技能実習III （基本ストローク：ドライブ・ハイクリ

アー・スマッシュ）
第6回：技能実習IV （コンビネーションプレー、簡易ラリー）
第7回：シングルス簡易ゲームI （審判法の学習）
第8回：シングルス簡易ゲームII （ゲーム実習）
第9回：シングルス簡易ゲームIII（ゲームの戦略を学ぶ）
第10回：ダブルス簡易ゲームI （ゲーム実習）
第11回：ダブルス簡易ゲームII （ゲームの戦略を学ぶ）
第12回：大会実習I （ダブルスゲームを中心とした団体戦、技能評

価を含む）
第13回：大会実習II （ダブルスゲームを中心とした団体戦、技能評

価を含む）
第14回：大会実習III （ダブルスゲームを中心とした団体戦、技能

評価を含む）

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．服装とシューズの準備できていない場合は怪我の原因になるこ
とがあるため、授業に参加できないことがあります。

準備学習の内容
授業中に配付する資料の該当箇所を振り返り、不明な部分があれば
授業で質問すること。また、次の回の内容について資料に目を通し
ておくこと。

教科書
特に定めない。

参考書
『基礎から学ぶスポーツリテラシー』高橋 健夫 (著)、大修館書店

課題に対するフィードバックの方法
代表的な意見を授業内にて取り上げて講評する。

成績評価の方法
平常点評価 70％：授業態度、ルール、マナー、競技への取り組み
等、到達目標への積極性を評価する。
授業内評価 30％：実技、筆記（ルール、マナーについて）を実施
し、技能、理解度を評価する。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館スポーツルーム11
第1回 イントロダクション（受講上の留意点など）
第2回 3×3①
第3回 3×3②
第4回 3×3③
第5回 パラスポーツ①
第6回 パラスポーツ②
第7回 ユニホック①
第8回 ユニホック②
第9回 縄跳び①
第10回 縄跳び②
第11回 ミニサッカー①
第12回 ミニサッカー②
第13回 ミニサッカー③
第14回 まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。

準備学習の内容
1. 食事や睡眠など体調管理に気をつけてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（60%）、態度（20%）、理解（20%）の3項目を点数化し、
その合計点で評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 西 谷 善 子

授業の概要・到達目標
【授業の概要】
2020+1東京五輪の女子銀・銅メダル獲得でさらに注目が高まって
いるスポーツクライミング。
一見、力がないとできないスポーツと思われがちですが、決してそ
うではありません。
クライミングは誰にでも挑戦可能で、マイペースに楽しめるスポー
ツです。「体を使うチェス」と表現されたりするように、頭の使い
ようによって様々な可能性が開かれているというような限りない魅
力を持っています。
本授業では、クライミングの中のボルダリング種目を中心に授業を
展開し、自分の身体の機能や動き等を学びます。

【到達目標】
クライミングを通して、自らの心身と向き合い、仲間とともに生涯
を通じてスポーツを楽しむ力を養うことを目標とします。

授業内容
使用施設：和泉体育館1階クライミングウォール
主に3～5m程の短い壁を登る「ボルダリング」と呼ばれる種目を
中心に行います。
毎回、ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後、各傾斜の
壁をローテーションで登りながら理解を深めます。
第1週：講義1 クライミング概論
第2週：講義2 クライミングの安全対策
第3週：講義3 クライミングに必要な体力
第4-5週：講義4 足の置き方、ホールドの持ち方、ムーブ
第6週：講義5 ルートを読む；オブザベーションの重要性
第7-8：講義6 課題を作ってみる
第9-10週：講義7 競技クライミング；ボルダリング
第11週：講義8 長いルートを登ってみる；ルートクライミング
第12-13：課題を登る 中間テスト（理解度・達成度チェック）
第14週：講義9 体力の比較、まとめ、レポート提出

履修の注意点
1．授業進行状況に合わせて順序、内容、教場を変更することがあ
ります。
2．単位修得にあたっては、半期授業実施回数の3分の2以上の出
席が必要となります。
3．初回～3、4週目までは様々な部分（特に前腕部）が筋肉痛に
なります。

準備学習の内容
必要に応じて授業中に指示する。

教科書
特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布し
て授業を進めます。

参考書
特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布し
て授業を進めます。
興味がある人は『フリークライミングはじめました。：ボルダリン
グから本格クライミングまで』と『スポーツクライミング ボルダ
リング 考える力を身につけながら楽しくレベルアップ!!』（西谷監
修）を読むと、授業の様子が分かります。授業を選択する前にぜひ
読んでみてください。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成 績 は、平 常 点（60％）、理 解 度・達 成 度（20％）、レ ポ ー ト

（20％）で総合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 成 瀬 和 弥

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：柔道場（スポーツルームC）
第1回：オリエンテーション
第2回：救急救命法
第3回：測定
第4回：コーディネーショントレーニング
第5回：ジャグリング
第6回：シッティングバレー
第7回：フライングディスク
第8回：アルティメット
第9回：ウォーキングフラッグフットボール ボールを投げる
第10回：ウォーキングフラッグフットボール ボールを取る
第11回：ウォーキングフラッグフットボール 戦術の理解
第12回：ウォーキングフラッグフットボール ゲーム
第13回：ウォーキングフラッグフットボール ゲーム
第14回：ウォーキングブラインドサッカー

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
ニュースポーツについて調べる
障害者スポーツについて調べる

教科書
特に指定しない。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
技能40％、知識・理解60％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 成 瀬 和 弥

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：柔道場（スポーツルームC）
第1回：オリエンテーション
第2回：救急救命法
第3回：測定
第4回：コーディネーショントレーニング
第5回：ジャグリング
第6回：シッティングバレー
第7回：フライングディスク
第8回：アルティメット
第9回：ウォーキングフラッグフットボール ボールを投げる
第10回：ウォーキングフラッグフットボール ボールを取る
第11回：ウォーキングフラッグフットボール 戦術の理解
第12回：ウォーキングフラッグフットボール ゲーム
第13回：ウォーキングフラッグフットボール ゲーム
第14回：ウォーキングブラインドサッカー

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
ニュースポーツについて調べる
障害者スポーツについて調べる

教科書
特に指定しない。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
技能40％、知識・理解60％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

教授 後 藤 光 将

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：テニスコート
第1回 ガイダンス
第2回 送球マシーンを用いた練習（フォアハンドストローク）
第3回 送球マシーンを用いた練習（バックハンドストローク）
第4回 送球マシーンを用いた練習（フォア・バックハンドスト

ローク）
第5回 送球マシーンを用いた練習（ボレー）
第6回 サービス、スマッシュ
第7回 ショートラリー、ミニゲーム（シングルス）
第8回 ショートラリー、ミニゲーム（3人vs3人）
第9回 サービスvsリターン、ミニゲーム（3人vs3人）
第10回 テニスの歴史・ルール・マナー
第11回 サービスvsリターン、ダブルスゲーム
第12回 サービスvsリターン、ダブルスゲーム
第13回 サービスvsリターン、ダブルスゲーム
第14回 講義（まとめ）

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
テニスのルールやマナーについて事前に調べて下さい。健康に関

する情報収集を常に心懸けて下さい。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度（40％）、平常点（30％）、期末レポート（30％）

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 高 梨 美 奈

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くことのできない身体運動

について科学的に理解し、周りの人々とコミュニケーションをとりながら実践できる知識を、
実際の体験を通じて習得することです。

運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎
となる身体運動の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとします。

実施種目：スポーツクライミング

授業概要：
クライミングは、これまで経験したことのない人、運動が得意な人もそうでない人でも、自

分のペースで取り組めるスポーツです。
クライミングを通して、自分の身体の機能や動き等を学びながら、自らの心身と向き合い、仲
間とともに生涯を通じて安全にスポーツを楽しむ力を養うことを目標とします。本授業では、
クライミングの中の「ボルダリング」「ロープクライミング」を中心に授業を展開し、クライミ
ングに必要な基礎知識を学びながら、自身の身体への理解を深めます。講義やリフレクション
を15分ほど導入し、自分で目標を立ててチャレンジすること、また他者を観察し他者から学ぶ
こと、仲間とともに自分たちの力で楽しさとやりがいを感得できるよう、グループワークも取
り入れていきます。

到達目標：
・クライミングの基本技術について理解し説明できる。
・ロープクライミングの技術を習得し、安全に行うことができる。
・ボルダリングの課題を作ることができる。
・ルートを正確に読むことができる。
・事故や怪我を予防しながらクライミング能力を上達させることができる。
・スポーツを通じて仲間と協力や励まし合いコミュニケーションを活発にすることができる。
・生涯にわたるスポーツとの関わりへの関心を高めることができる。
・感情や自らの言動を客観的に振り返ることで、自分自身と向き合い、自己分析力を高めるこ
とができる

授業内容
使用施設：クライミングウォール
第1回：オリエンテーション（授業の概要に関する説明、カード記入）
第2回：クライミングの概要、安全対策
第3回：コンディショニング（筋トレ、ストレッチ）、ボルダリングとロープクライミング
第4回：グループワーク、フットワーク（足の置き方）
第5回：グループワーク、ホールドの持ち方、体の動かし方（ムーヴ）
第6回：グループワーク、ルートを読む（オブザベーション）
第7回：グループワーク、オリジナル課題を作る
第8回：グループワーク、ロープクライミング（安全システムを学ぶ）/ ボルダリング
第9回：グループワーク、ロープクライミング（ビレイを学ぶ）/ボルダリング
第10回：グループワーク、ロープクライミング（チームビレイ）/ボルダリング
第11回：目標設定、自分の目標を決めて登る
第12回：グループワーク、課題を作る
第13回：コンペティション、コンペティション
第14回：まとめ、レポート提出

クラスメートとのコミュニケーションを重視し、グループによる活動を行います。
状況により、場所を変更する日があるかもしれません。必ず掲示を確認するようにしてくださ
い。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の 3 分の 2 以上の出席が必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第 1 回目の授業時に担当教員に申し
出て、指示を受けてください。
4．受講の際は、動きやすい服装に着替え、爪を短く切ってきてください。ネイルやアクセサ
リーは怪我の恐れがあるため厳禁です。
5．薄手の靴下を持参して下さい。

準備学習の内容
（予習）スポーツクライミングに関するルールおよびリスク・安全管理について理解する。

授業に向けて健康管理・健康観察や安全対策の準備を行う。
（復習）授業で行ったテーマと自分の課題や習熟度について振り返ること。

授業後はリフレクションシートを記入すること。

教科書
使用しません。

参考書
使用しません。授業で資料を配布することがあります。

おすすめ 「完全図解スポーツクライミング教本」 東秀磯 著, 山と渓谷社

課題に対するフィードバックの方法
Oh-o!Meijiを利用します。
質問や連絡がある場合にはOh-o!Meijiのディスカッションを通じ、連絡して下さい。

成績評価の方法
1．授業参加度や積極性（70%）

①授業に臨む姿勢、②授業に対する貢献度、③他者に働きかけて自ら動く・発言する態
度、④他者を受容・尊重する態度

などを総合的に評価します。
2．目標達成度（15%）

毎回のリフレクションシートへの記入を参考に、各自の目標の達成度を評価します
3． レポート（15%）

授業を振り返り、最終日にレポートを提出する

その他
1.各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指示に従ってください。
2.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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 杉 山 仁 志

授業の概要・到達目標
本授業の目的は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、有効に実践で
きる知識を習得することです。運動不足病が深刻な社会問題となっ
ている現在、運動実践の機会および知識の獲得を教育の一環として
確保されることは大学生にとって重要であり、不可欠であると考え
ます。健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、
生涯を通じて運動が実践できる資質の向上・育成をねらいとしま
す。

授業内容
使用施設：サブホール
第1講：前期授業のガイダンス
第2講：バレーボール（1）基礎技術の習得
第3講：バレーボール（2）基礎技術の応用・班分け
第4講：バレーボール（3）攻撃基礎技術の習得・ゲーム実践
第5講：バレーボール（4）攻撃基礎技術の応用・ゲーム実践
第6講：バレーボール（5）基礎技術習得確認・ゲーム実践
第7講：バレーボール（6）ゲーム実践
第8講：バドミントン（1）シングルスゲーム実践
第9講：バドミントン（2）シングルスゲーム実践
第10講：バドミバドミントン（3）ダブルスゲーム実践
第11講：バドミントン（4）ダブルスゲーム実践
第12講：バドミントン（5）ダブルスゲーム実践
第13講：バドミントン（5）団体戦ゲーム実践
第14講：まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
バレーボールのゲームが行えるように、基本的なルールを理解して
おくこと。
バドミントンのゲームが行えるように、基本的なルールを理解して
おくこと。

教科書
特になし

参考書
コーチングバレーボール基礎編 日本バレーボール協会（編集）日
本バレーボール学会（編集） 大修館書店
バドミントン教本基礎編 日本バドミントン協会（編集） ベース
ボールマガジン社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（1）主に授業への取組状況及び積極性を重視し評価する。
（2）平常点100％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 水 口 潔

授業の概要・到達目標
【授業の概要】授業は、ゴルフ練習場において実施する。ゴルフは
自分の体の動かし方を意識する必要があるので、自主的な練習への
取り組みが強く求められる。ゴルフの基本技術の習得と、基礎的な
ルール・マナー等を学ぶことによって、ゴルフへの理解を深める。
運動に適したシューズを準備すること。手袋などについては、オリ
エンテーションで説明する。

【授業の到達目標】初心者・初級者として、ゴルフを楽しむことの
できる技術を取得し、ゴルフを通し、スポーツの魅力と楽しさを実
感する。

授業内容
第1回：ガイダンス
第2回：基本技術の練習（パッティングストローク）
第3回：基本技術の練習（アプローチストローク）
第4回：基本技術の練習（グリップの確認）
第5回：基本技術の練習（アプローチストロークその2）
第6回：基本技術の練習（ハーフスイング）
第7回：基本技術の練習（クオータースイング）
第8回：基本技術の練習（フルスイング）
第9回：基本技術の練習（フルスイングその2）
第10回：基本技術の練習（長いクラブの練習）
第11回：基本技術の練習（ドライバーの練習）
第12回：ハーフショットのアプローチゲーム
第13回：チーム対抗戦1回戦
第14回：チーム対抗戦2回戦
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
履修開始の第1週目(授業の開講時限)は,インフォメーションボー
ドで,指定された教室に集合してください。通常授業に関しては,以
下の点に留意してください。これが準備学習となります。

（1）心身のコンディションを整えて出席してください。
（2）スポーツ活動にふさわしいシューズやウェアを着用してくだ
さい。

（3）授業の進行および安全管理の観点から,遅刻は厳禁とします。
雨天時の対応などは実技に関する指示は,体育館の入り口にあるイ
ンフォメーションボードに掲載されていますので、授業前に必ず目
を通してください。ゴルフ用の手袋を各自準備すること。

準備学習の内容
ネット上の動画なども含め、興味のある映像などを見ておくこと。

教科書
特に定めない。

参考書
特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
単位の取得には,開講日数の2/3以上の出席が必要です。2/3以上出
席した者について、以下のような比率により総合的に評価します。
(a)平常点:40% (b)理解力・コミュニケーション能力:40% (c)技能・
体力:20% &.実技能力や向上度、ルールの理解度などを見るために
試験を実施し、レポートの提出を求めます。

その他

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 針ヶ谷 雅 子

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：剣道場（スポーツルームB）
第1回：ガイダンス
第2回：ストレッチと体力チェック
第3回：＜フィットネス1＞ エアロビックダンス入門
第4回：＜フィットネス2＞ ヨガ入門
第5回：＜フィットネス3＞ ヨガ応用
第6回：＜レクリエーション1＞ 長縄跳びのバリエーション
第7回：＜レクリエーション2＞ 短縄跳びのバリエーション
第8回：＜レクリエーション3＞ ダブルダッチとリズム縄跳び
第9回：＜レクリエーション4＞ ジャグリングボール
第10回：＜レクリエーション5＞ インラインスケート
第11回：＜ニュースポーツ1＞ ユニバーサルホッケー
第12回：＜ニュースポーツ2＞ キンボール
第13回：＜ダンス＞ フラダンス
第14回：まとめ・講義「環境とスポーツ」

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．睡眠や食事をきちんととり、元気なこころとからだで参加して
ください。

準備学習の内容
学びを深めるため、また、生涯スポーツとして活用するため、授業
で触れた教材について、書籍やインターネットを活用して補習・復
習することを推奨します。

教科書
教科書は使用しません。

参考書
（1）ニュースポーツ辞典（北川勇人/日本レクリエーション協会
編著、遊戯社）

（2）健康教育─表現する身体─（山岸俊子/山口順子 編、勁草書
房）

（3）誰でもできる楽しいなわとび（榎木繁男 他、大修館書店）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（1）平常点（参加、意欲、取り組み、積極性、協調性など）60％
（2）達成度（種目・教材の特性をどの程度理解しているか）30％
（3）学期末レポート（授業で学んだことを整理してまとめる）
10％

その他
1．各種目に適切な服装については担当教員の指示に従ってくださ
い。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

教授 後 藤 光 将

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：ゴルフレンジ
第1回：ガイダンス
第2回：用具とグリップ
第3回：アドレス、スウィングの基礎
第4回：クォータースウィングからハーフスウィング
第5回：ハーフスウィングからスリークォータースウィング
第6回：スリークォータースウィングからフルスウィング
第7回：ショートアイアンを用いたスウィングレッスン（1）
第8回：ショートアイアンを用いたスウィングレッスン（2）
第9回：パッティング（1）
第10回：パッティング（2）
第11回：ドライバーを用いたスウィングレッスン（1）
第12回：ドライバーを用いたスウィングレッスン（2）
第13回：講義（ゴルフの歴史、ルール、マナー）
第14回：まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
ゴルフのルールやマナーについて事前に調べて下さい。健康に関

する情報収集を常に心懸けて下さい。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度（40％）、平常点（30％）、期末レポート（30％）

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

兼任講師 高 梨 美 奈

授業の概要・到達目標
実施種目：ニュースポーツ

本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くことのでき
ない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコミュニケーションをとり
ながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習得することです。

運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっているなかで、健康で活力あ
る生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資
質の育成をねらいとします。

授業概要：
これまであまり経験したことのないスポーツを通じ、スポーツの幅広さを学ぶ

と同時に、楽しく体を動かす場をつくるということを
身をもって学びます。そのため、他者との関わりを重視し、そのプロセスを通じ、
リーダーリップ、フォロワーシップ、コミュニケーションをとることを目指しま
す。

また、ストレッチや筋力トレーニングを身に付け、生涯に渡り、自ら実践でき
るようになることを目指します。

授業内容
使用施設:(スポーツルーム11)
第1回：コミュニケーションゲーム（互いを知り合う）
第2回：ボールゲーム
第3回：ホッケー
第4回：ウォーキング
第5回：ボッチャ、シッティングバレーボール
第6回：バスケットボール
第7回：バスケットボール
第8回：キンボール
第9回：キンボール
第10回：ダブルダッチ
第11回：ダブルダッチ
第12回：フライングディスク
第13回：フライングディスク（アルティメット）
第14回：まとめ、レポート提出

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の 3 分の 2 以上の出席が必要となりま
す。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第 1 回目の授業時に担
当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．受講の際は、動きやすい服装に着替え、爪を短く切ってきてください。内履
きも必ず持参して下さい。

ネイルやアクセサリーは怪我の恐れがあるため厳禁です。

準備学習の内容
（予習）授業で行うスポーツ種目ルールおよびリスク・安全管理について理解す
る。

授業に向けて健康管理・健康観察や安全対策の準備を行う。
（復習）授業で行ったテーマと自分の課題や習熟度について振り返ること。

授業後はリフレクションシートを記入すること。

教科書
使用しません。

参考書
使用しません。
Oh-o!Meijiで紹介することがあります。

課題に対するフィードバックの方法
Oh-o!Meijiを利用します。
質問や連絡がある場合にはOh-o!Meijiのディスカッションを通じ、連絡して下さ
い。

成績評価の方法
1．授業参加度や積極性（70%）

①授業に臨む姿勢、②授業に対する貢献度、③他者に働きかけて自ら動
く・発言する態度、④他者を受容・尊重する態度

などを総合的に評価します。
2．目標達成度（15%）

毎回のリフレクションシートへの記入を参考に、各自の目標の達成度を評
価します
3． レポート（15%）

授業を振り返り、最終日にレポートを提出する

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指示に
従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

教授 高 峰 修

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：グラウンド
実施種目：フライングディスク、フラッグフットボール、ティー
ボール、ペタンク
第1講 イントロダクション
第2講 アイスブレイク
第3講 フォトラリー
第4講 フラッグフットボール(1)
第5講 フラッグフットボール(2)
第6講 フラッグフットボール(3)
第7講 フライングディスク(1)
第8講 フライングディスク(2)
第9講 ディスクゴルフ
第10講 ティーボール(1)
第11講 ティーボール(2)
第12講 ティーボール(3)
第13講 ペタンク(2)
第14講 ペタンク(3)

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
半期に数回、個人やグループ単位で課題を出します。
それらの課題については授業時間外で取り組むことになります。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて授業中に行います。

成績評価の方法
単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が必

要になります。またレポート課題を数回出します。成績は以下の点
から評価します：
1）授業への参加度（60％）
2）グループ活動への貢献度（20％）
3）課題評価（20％）

その他
1．適切な服装や靴、メガネの着用についてはガイダンスにて説明
します。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

教授 春日井 淳 夫

授業の概要・到達目標
本授業の目的は、人間にとっての身体運動の意味、運動と健康の関わり

について科学的根拠に基づく理解をし、運動を安全かつ有効に実践できる
知識を習得することである。

受講生は、自分自身の体力の現状を知り、今後どのように生活を送るこ
とが大切であるかを、授業を通して理解、説明することができるようにな
る。フィットネスルームにある様々な器具の正しい使用方法を理解し、目
的に合ったトレーニング方法を学び自ら適切に実践できるようになる。

授業内容
使用施設：フィットネスルーム
第1回：aのみ：イントロダクション（授業実施上のガイダンス）
第2回：体力測定（トレーニング前 その1）
第3回：体力測定（トレーニング前 その2）
第4回：体力評価とトレーニングプログラムの組み方（講義）
第5回：フィットネスルーム安全講習
第6回：各自のトレーニング
第7回：各自のトレーニング
第8回：各自のトレーニング
第9回：各自のトレーニング
第10回：各自のトレーニング
第11回：体力測定（トレーニング状況の中間評価）
第12回：体力評価の簡易フィードバック、各自のトレーニング
第13回：心肺蘇生法（CPR）実習
第14回：まとめと振り返り

履修の注意点
1.運動学演習Iは1年次必修科目である。週1回で14回の開講が予定されて
おり、半期で評価される。また実技ばかりではなく実技に関連した講義も
含まれている。
2.運動学演習Iの授業は、時間割に指定された曜日・時限で行う。
3.運動学演習Iの単位修得には、最低でも授業実施回数の3分の2以上の出
席が必要となる。授業に遅れてきた場合、20分以内であれば遅刻と認める
が、遅刻2回で欠席1回と換算する。また、原則として早退は認めない。
4.運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の授業時に担当教員に
申し出ること。
5.4月に実施される健康診断を必ず受診すること。

準備学習の内容
実技（身体運動）が中心となるため、普段からの自己管理（食事・睡眠

等）を心がけ、授業に支障が出ないようにすること。また、授業に取り組
むだけでなく、様々なトレーニング方法についてインターネットや図書を
利用した知識の積み重ねを行うこと。

教科書
特に指定しない。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績評価は以下の通り行う。
1. 平常点（授業への取り組み状況、積極性、理解度、ルールの遵守など）
70％
2. レポート（提出状況、内容など）、データシート記入状況 30％

その他
1.受講中にガムを噛む、また飲食行為（必要な水分補給を除く）は厳禁とす
る。
2.運動に適した服装（ジーパン不可）、体育館シューズ（外靴以外）、外靴を
入れて保管する袋（シューズ袋）を準備すること。
3.受講中にスマートフォンを身につけること、およびメール・通話等の操作
は厳禁とする。
4.授業を無断で早退すること、代返は厳禁とする。代返の場合、依頼者と実
行者の両者をルール違反として扱う。
5.上記4点について、万が一遵守できない場合は、単位の認定をしない。
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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

教授 春日井 淳 夫

授業の概要・到達目標
本授業の目的は、人間にとっての身体運動の意味、運動と健康の関

わりについて科学的根拠に基づく理解をし、運動を安全かつ有効に実
践できる知識を習得することである。

受講生は、自分自身の体力の現状を知り、今後どのように生活を送
ることが大切であるかを、授業を通して理解、説明することができる
ようになる。フィットネスルームにある様々な器具の正しい使用方法
を理解し、目的に合ったトレーニング方法を学び自ら適切に実践でき
るようになる。

授業内容
使用施設：フィットネスルーム
第1回：aのみ：イントロダクション（授業実施上のガイダンス）
第2回：体力測定（トレーニング前 その1）
第3回：体力測定（トレーニング前 その2）
第4回：体力評価とトレーニングプログラムの組み方（講義）
第5回：フィットネスルーム安全講習
第6回：各自のトレーニング
第7回：各自のトレーニング
第8回：各自のトレーニング
第9回：各自のトレーニング
第10回：各自のトレーニング
第11回：体力測定（トレーニング状況の中間評価）
第12回：体力評価の簡易フィードバック、各自のトレーニング
第13回：心肺蘇生法（CPR）実習
第14回：まとめと振り返り

履修の注意点
1．運動学演習Iは1年次必修科目である。週1回で14回の開講が予定
されており、半期で評価される。また実技ばかりではなく実技に関連
した講義も含まれている。
2．運動学演習Iの授業は、時間割に指定された曜日・時限で行う。
3．運動学演習Iの単位修得には、最低でも授業実施回数の3分の2以
上の出席が必要となる。授業に遅れてきた場合、20分以内であれば遅
刻と認めるが、遅刻2回で欠席1回と換算する。また、原則として早
退は認めない。
4．運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の授業時に担
当教員に申し出ること。
5．4月に実施される健康診断を必ず受診すること。

準備学習の内容
実技（身体運動）が中心となるため、普段からの自己管理（食事・

睡眠等）を心がけ、授業に支障が出ないようにすること。また、授業
に取り組むだけでなく、様々なトレーニング方法についてインター
ネットや図書を利用した知識の積み重ねを行うこと。

教科書
特に指定しない。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績評価は以下の通り行う。

1. 平常点（授業への取り組み状況、積極性、理解度、ルールの遵守な
ど） 70％
2. レポート（提出状況、内容など）、データシート記入状況 30％

その他
1．受講中にガムを噛む、また飲食行為（必要な水分補給を除く）は
厳禁とする。
2．運動に適した服装（ジーパン不可）、体育館シューズ（外靴以
外）、外靴を入れて保管する袋（シューズ袋）を準備すること。
3．受講中にスマートフォン等を身につけること、およびメール・通
話等の操作は厳禁とする。
4．授業を無断で早退すること、代返は厳禁とする。代返の場合、依
頼者と実行者の両者をルール違反として扱う。
5．上記4点について、万が一遵守できない場合は、単位の認定をし
ない。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1
1単位

1年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館ウェスト2階 フィットネスルーム
第1回：ガイダンス
第2回：体力測定（1）、トレーニング機器の取り扱い説明、機器

の使用に慣れる
第3回：目標設定、プログラム作成、フリーウエイトトレーニング

のフォーム解説
第4回：トレーニング強度の設定（10RM の測定など）
第5回：トレーニングの実践（1）
第6回：トレーニングの実践（2）
第7回：トレーニングの実践（3）
第8回：トレーニングの実践（4）
第9回：トレーニングの実践（5）
第10回：トレーニングの実践（6）
第11回：トレーニングの実践（7）
第12回：トレーニングの実践（8）
第13回：体力測定（2）、トレーニング効果の評価
第14回：レポート提出、まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4． 授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。

準備学習の内容
1. 食事や睡眠など体調管理に気をつけてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。必要に応じて資料を配布します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（40%）、授業への取り組み（30%）、レポート（30%）の3
項目を点数化し、その合計点で評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1（特定 スポーツ）
1単位

1年次

教授 春日井 淳 夫

授業の概要・到達目標
本授業の目的は、スポーツ特別入試で入学した体育会所属の学生を対象に、

高い競技レベルで活躍するために身につけておくべき基本的知識について、
実技と講義を通じて学ぶことである。また、4年間で卒業するために必要な
日々の生活習慣や学習習慣を整えるための取り組みも行う。受講生が、学生
アスリートとして自立するために必要な知識とそのための習慣を、この授業
を通して身につけ、適切に実践できるようになることを到達目標とする。

授業内容
使用施設：フィットネスルーム
第1回：ガイダンス（授業の進め方）、体組成測定、食事の考え方（講義）／

必要カロリー算出
第2回：ライフスキルテスト／ライフスキルとは？（講義）、練習日誌の書き

方
第3回：形態計測（周径囲）
第4回：競技力向上に欠かせない体力とトレーニングの考え方（講義）、体力

測定（筋力、筋持久力、柔軟性、平衡性、全身持久力）
第5回：体力測定（全身持久力、敏捷性）
第6回：筋力と筋パワー（講義）、体力測定（垂直跳、無酸素パワーテスト）
第7回：体力測定（脚伸展パワー、全力ペダリングピークパワー）
第8回：トレーニングの実践、体幹筋力測定
第9回：トレーニングの実践、体幹筋力測定
第10回：トレーニングの実践、体幹筋力測定
第11回：トレーニングの実践、体幹筋力測定
第12回：トレーニングの実践、体幹筋力測定
第13回：心肺蘇生法（CPR）実習、レポート課題の提示
第14回：まとめ（レポート提出・回収）

履修の注意点
1．本授業は1年次必修科目である。週1回で14回の開講が予定されており、
半期で評価される。
2．本授業は、時間割に指定された曜日・時限で行う。
3．本授業の単位修得には、最低でも授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となる。授業に遅れてきた場合、20分以内であれば遅刻と認め、遅刻2
回で欠席1回と換算する。また、原則として早退は認めない。
4．大会出場、強化合宿、遠征等で授業を欠席する場合は、学部指定の欠席
届を必ず提出すること。提出がない場合は、無断欠席として取り扱う。
5．授業中に出された課題・レポート等は必ず行い、提出を求められた場合
は必ず提出すること。
6．怪我で運動が制限されている場合は、第1回目の授業時に担当教員へ申
し出て指示を受けること。
7．4月に実施される健康診断を必ず受診すること。

準備学習の内容
実技（身体運動）が中心となるため、普段からの自己管理（食事・睡眠等）

を心がけ、授業参加に支障が出ないようにすること。また、授業に取り組む
だけでなく、自身の競技力向上に必要と思われる様々なトレーニング方法に
ついてインターネットや図書を利用した知識の積み重ねを行うこと。

教科書
特に指定しない。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績評価は以下の通り行う。

1. 平常点（授業への取り組み状況、積極性、理解度、ルールの遵守など）
70％
2. レポート・課題（提出状況、内容など） 30％

その他
1．受講中にガムを噛む、また飲食行為（必要な水分補給を除く）は厳禁と
する。
2．運動に適した服装（ジーパン不可）、体育館シューズ（外靴以外）、外靴
を入れて保管する袋（シューズ袋）を準備すること。
3．受講中にスマートフォン等を身につけること、およびメール・通話等の
操作は厳禁とする。
4．授業を無断で早退すること、代返は厳禁とする。代返の場合、依頼者と
実行者の両者をルール違反として扱う。
5．上記4点について、万が一遵守できない場合は、単位の認定をしない。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－1（特定 スポーツ）
1単位

1年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
本授業は、スポーツ特別入試で入学した体育会所属の学生を対象
に、高い競技レベルで活躍するために身につけておくべき専門的な
知識について、実技ならびに講義を通じて学びます。自身の専門種
目以外の運動種目についても理解を深め、他者の考え方や取り組み
から自身のパフォーマンス向上に繋げられる広い視野を持つことが
望まれます。この授業を通して、学生アスリートとして自立するた
めに必要な知識とそのための習慣を身につけることを到達目標とし
ます。
本授業では、パフォーマンス向上に関わる知識や技能（トレーニン
グ、運動生理学、運動栄養学、解剖学等）を講義と実践の両面から
身に付けます。

授業内容
使用施設：フィットネスルーム
第1回 イントロダクション（受講上の留意点など）
第2回 フィットネスルームの使い方
第3回 ビッグスリーのフォーム、1RM測定
第4回 栄養と休養、各自のトレーニング
第5回 トレーニングの原理と原則、各自のトレーニング
第6回 筋の肥大、各自のトレーニング
第7回 心拍数とトレーニング、各自のトレーニング
第8回 怪我の予防と対処法、各自のトレーニング
第9回 ベンチプレスのバリエーション、各自のトレーニング
第10回 スクワットのバリエーション、各自のトレーニング
第11回 デッドリフトのバリエーション、各自のトレーニング
第12回 1RM測定、各自のトレーニング
第13回 心肺蘇生法
第14回 まとめ

授業内容は変更になることがあります。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。
5．授業を正当な理由（大会出場、強化合宿、遠征等）で欠席する
場合は、学部指定の欠席届を必ず提出してください。提出がない場
合は、無断欠席として取り扱います。

準備学習の内容
体育・スポーツに関わる本や資料を積極的に読むようにしましょ
う。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組み（50％）・意欲や態度（30%）・レポート（20%）
で総合的に判断します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 成 瀬 和 弥

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：柔道場（スポーツルームC）
第1回：オリエンテーション
第2回：救急救命法
第3回：測定
第4回：コーディネーショントレーニング
第5回：ジャグリング
第6回：シッティングバレー
第7回：フライングディスク
第8回：アルティメット
第9回：ウォーキングフラッグフットボール ボールを投げる
第10回：ウォーキングフラッグフットボール ボールを取る
第11回：ウォーキングフラッグフットボール 戦術の理解
第12回：ウォーキングフラッグフットボール ゲーム
第13回：ウォーキングフラッグフットボール ゲーム
第14回：ウォーキングブラインドサッカー

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
ニュースポーツについて調べる
障害者スポーツについて調べる

教科書
特に指定しない。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
技能40％、知識・理解60％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 一 川 大 輔

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が起因となる疾病等が深刻な社会
問題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運
動の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をね
らいとします。

授業内容
使用施設：和泉キャンパス総合体育館 サブホール
第1回：オリエンテーション、利用施設の説明、簡易エクササイズ
第2回：バドミントン導入のためのルール説明、試しのゲーム
第3回：ラケッティング、打法の練習、簡易ゲーム
第4回：基礎練習（ヘアピン・ドライブ、ロングサーブ）、半コー

トでのシングルスゲーム
第5回：基礎練習（ハイクリア・スマッシュ、ドロップ）、半コー

トでのシングルスゲーム
第6回：フルコートでのシングルスゲーム導入のためのルール説

明、簡易ゲーム
第7回：レベル別のシングルスゲーム
第8回：ダブルスゲーム導入のためのルール説明、簡易ゲーム
第9回：ダブルスゲームためのルール説明、基礎練習（ショート

サービス）
第10回：上級者と未経験者でのダブルスゲーム
第11回：ソフトバレーボール導入、シッティングバレーボール
第12回：ソフトバレーボールでのリーグ戦
第13回：バレーボールのリーグ戦
第14回：実技運動のまとめ、授業総括

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．赤い靴ひもの室内用運動靴を用意してください。

準備学習の内容
授業前に特別の運動トレーニングを実施する必要はないが、日頃か
ら健康状態を整えるように努める。授業後も学内運動施設を利用し
運動習慣を獲得する意識を持ち、運動記録をつけるなどの方策が望
まれる。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
*授業開講時数2/3以上の出席を成績の対象とします。
平常点（授業内容への理解と受講態度・協調性）60%、技術（初期
の技術レベルからの向上度等）30%、レポート10%

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

教授 春日井 淳 夫

授業の概要・到達目標
本授業の目的は、卓球という教材を通して人間形成や心身共に健康な

活力を培うために欠くことのできない身体運動について科学的に理解
し、有効に実践できる知識を習得することである。また、卓球を通して
個人のスキルを高め、ルールを理解しながらシングルス、ダブルスの
ゲームが安全に楽しくできるようになることを目的としている。

受講生は、ボールに対する回転のかけ方、その応じ方を理解し、ゲー
ムに応用できるようになる。また卓球を通じて相互のコミュニケーショ
ンが図れるようになり、交流を深めることができる。

授業内容
使用施設：スポーツルームA
第1回：aのみ：イントロダクション（授業実施上のガイダンス）
第2回：ラケットの種類と特性の説明、フォア・バックハンド練習、ラ

リー
第3回：ラリー、サーブ練習、ボールへ回転をかける
第4回：シングルス・ルールの理解、ゲーム実践
第5回：シングルス・ゲーム実践（1）
第6回：シングルス・ゲーム実践（2）
第7回：シングルス・ゲーム実践（3）
第8回：ダブルス・ルールの理解、ゲーム実践
第9回：ダブルス・ゲーム実践（1）
第10回：ダブルス・ゲーム実践（2）
第11回：ダブルス・ゲーム実践（3）
第12回：様々な形式でのゲーム実践（1）
第13回：様々な形式でのゲーム実践（2）
第14回：まとめと振り返り

履修の注意点
1. 運動学演習Iは1年次必修科目である。週1回で14回の開講が予定さ
れており半期で評価される。また実技ばかりではなく実技に関連した講
義も含まれている。
2. 運動学演習Iの授業は、時間割に指定された曜日・時限で行う。
3. 運動学演習Iの単位修得には、最低でも授業実施回数の3分の2以上
の出席が必要となる。授業に遅れてきた場合、20分以内であれば遅刻と
認め、遅刻2回で欠席1回と換算する。また、原則として早退は認めな
い。
4. 運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の授業時に担当教
員に申し出ること。
5. 4月に実施される健康診断を必ず受診すること。

準備学習の内容
実技（身体運動）が中心となるため、普段からの自己管理（食事・睡

眠等）を心がけ、授業に支障が出ないようにすること。また、授業に取
り組むだけでなく、卓球についての様々な情報をインターネットや図書
を利用して積み重ねること。

教科書
特に指定しない。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績評価は以下の通り行う。

1. 平常点（授業への取り組み状況、積極性、理解度、ルールの遵守な
ど） 70％
2. レポート（提出状況、内容など） 30％

その他
1．受講中にガムを噛む、また飲食行為（必要な水分補給を除く）は厳
禁とする。
2．運動に適した服装（ジーパン不可）、体育館シューズ（外靴以外）、
外靴を入れて保管する袋（シューズ袋）を準備すること。
3．受講中にスマートフォン等を身につけること、およびメール・通話
等の操作は厳禁とする。
4．授業を無断で早退すること、代返は厳禁とする。代返の場合、依頼
者と実行者の両者をルール違反として扱う。
5．上記4点について、万が一遵守できない場合は、単位の認定をしな
い。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 蛭 間 栄 介

授業の概要・到達目標
実施種目：水泳・水球・シュノーケリング

本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じ
て習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題と
なっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践
能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとしま
す。

授業内容
使用施設：プール
第1回 講義1:オリエンテーションと水の力学的影響について学修し、

説明できる 。
第2回 水泳に必要な準備体操および水中運動での身体的応答につい

て学修し、説明できる。
第3回 フィン及びシュノーケリングを使用したフィンスイムについ

て学修し、説明できる。
第4回 スキンダイビング（シュノーケルクリアやマスククリアな

ど）について学修し、説明できる。
第5回 演習：救急処置法について学修し、説明できる。
第6回 クロールの基本動作とドリルについて学修し、説明できる。
第7回 背泳ぎの基本動作とドリルについて学修し、説明できる。
第8回 平泳ぎの基本動作とドリルについて学修し、説明できる。
第9回 バタフライの基本動作とドリルについて学修し、説明でき

る。
第10回 水球の基本動作（立ち泳ぎ、パス、ドリブル、シューティン

グ）の習得とルールについて学修し、説明できる。
第11回 水球の基本動作のトレーニングについて学修し、説明でき

る。
第12回 水球の審判法について学修し、説明できる。
第13回 水球の戦術について学修し、説明できる。
第14回 講義2：「フィジカル・フィットネスと健康」について学修

し、説明できる。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が必
要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の
授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．準備学習として事前に配布される資料を、各授業前に読んで理解
しておいてください。

準備学習の内容
事前に配布された資料を読み、授業内容を理解しておいてください。
また、水中エクササイズは、普段にあまり使用しない筋群を使用する
ため普段からストレッチングやトレーニングをしておいてください。

教科書
使用しません。必要に応じて担当者が授業中に資料を配布します。

参考書
「水泳指導教本」（財団法人日本水泳連盟 編、大修館書店）
「スイミングファステスト」（高橋繁浩、鈴木大地 監訳、ベースボー
ルマガジン社）

「潜水医学入門」（池田知純 著、大修館書店）
「アクアエクササイズ指導教本」（深代泰子、尾陰由美子 監修、公益
財団法人 日本フィットネス協会）

課題に対するフィードバックの方法
レポートは評価とコメントを記入して学生に返却します。

成績評価の方法
平常点(60点)、授業の取り組み(20点)、およびレポート(20点)から総
合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員
の指示に従ってください。
2．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。
3．第1回目の授業には必ず出席してください。
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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 梅 澤 秋 久

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：ゴルフレンジ
第1回：オリエンテーション（受講上の留意点についてのガイダン

ス）
第2回：パターゴルフをやってみよう（チカラの調整とパターの操

作）
第3回：パターの操作に慣れよう（傾斜を計算してゴルフボールを

転がそう）
第4回：パターゴルフ大会をしよう（Par2の5つのホールでスコ

アを競おう）
第5回：長いホールのパターゴルフ大会をしよう
第6回：短いクラブでショットに挑戦しよう（グリップの握り方、

アドレスの取り方）
第7回：短いクラブでショットの型を学ぼう（ICTを活用して、見

本とのずれ：問題点を発見しよう）
第8回：狙った方向にボールを飛ばそう
第9回：ライ角通りにボールを上げよう
第10回：自身のスウィングの特徴を知ろう（ICTを活用し、他者と

の違いを発見しよう）
第11回：下半身始動のスウィングを身につけよう
第12回：ミドルアイアンでボールを打とう
第13回：ミドルアイアンでボールを飛ばそう
第14回：本授業のまとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
基礎的な身体活動を日常的に実践する。

教科書
特になし

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業中のテーマに関連する取り組み（40％）、授業への貢献度

（30%）、パフォーマンス(30%)

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 梅 澤 秋 久

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：サブホール
第1回 オリエンテーション （受講上の留意点についてのガイダ

ンス）
第2回 ネット型ボール運動の特性について（バトミントンで攻守

一体型の特性を知ろう）
第3回 ネット型ボール運動の特性を深めよう（相手コートに羽を

落とすための方法を探究しよう）
第4回 ネット型ボール運動の特性を極めよう（スマッシュ、ド

ロップ、ヘアピン、ハイクリアを駆使しよう）
第5回 ネットを挟んでラリーを続けよう （ソフトバレーボール

に触れよう）
第6回 バレーボールの特性を考えて実践しよう（コートに落とす

か／落とさせないかの間を愉しもう）
第7回 バレーボール大会をしよう
第8回 足でボールを扱う面白さを味わおう （「できる／できな

い」の間を愉しもう）
第9回 ドリブルの角度を変える動きを学ぼう （フェイントで相

手を翻弄しよう）
第10回 仲間と共に突破しよう （ボールを持たない人がどう動く

かを考えよう）
第11回 サイドに開いてゲームをつくろう （「ありんこ状態」から

抜け出そう）
第12回 ゲームの中で「ギャップ」に入ってパスを受けよう （日

本代表の縦パスに学ぼう）
第13回 ゲームの中で「マイナス」のボールを打とう （ゴールに

向けてきれいなシュートを決めよう）
第14回 本授業のまとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
基礎的な身体活動を日常的に実践する

教科書
特になし

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業中のテーマに関連する取り組み（40％）、授業への貢献度

（30%）、パフォーマンス(30%)

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 蛭 間 栄 介

授業の概要・到達目標
実施種目：水泳・水球・シュノーケリング

本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じ
て習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題と
なっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践
能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとしま
す。

授業内容
使用施設：プール
第1回 講義1:オリエンテーションと水の力学的影響について学修し、

説明できる 。
第2回 水泳に必要な準備体操および水中運動での身体的応答につい

て学修し、説明できる。
第3回 フィン及びシュノーケリングを使用したフィンスイムについ

て学修し、説明できる。
第4回 スキンダイビング（シュノーケルクリアやマスククリアな

ど）について学修し、説明できる。
第5回 演習：救急処置法について学修し、説明できる。
第6回 クロールの基本動作とドリルについて学修し、説明できる。
第7回 背泳ぎの基本動作とドリルについて学修し、説明できる。
第8回 平泳ぎの基本動作とドリルについて学修し、説明できる。
第9回 バタフライの基本動作とドリルについて学修し、説明でき

る。
第10回 水球の基本動作（立ち泳ぎ、パス、ドリブル、シューティン

グ）の習得とルールについて学修し、説明できる。
第11回 水球の基本動作のトレーニングについて学修し、説明でき

る。
第12回 水球の審判法について学修し、説明できる。
第13回 水球の戦術について学修し、説明できる。
第14回 講義2：「フィジカル・フィットネスと健康」について学修

し、説明できる。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が必
要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の
授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．準備学習として事前に配布される資料を、各授業前に読んで理解
しておいてください。

準備学習の内容
事前に配布された資料を読み、授業内容を理解しておいてください。
また、水中エクササイズは、普段にあまり使用しない筋群を使用する
ため普段からストレッチングやトレーニングをしておいてください。

教科書
使用しません。必要に応じて担当者が授業中に資料を配布します。

参考書
「水泳指導教本」（財団法人日本水泳連盟 編、大修館書店）
「スイミングファステスト」（高橋繁浩、鈴木大地 監訳、ベースボー
ルマガジン社）

「潜水医学入門」（池田知純 著、大修館書店）
「アクアエクササイズ指導教本」（深代泰子、尾陰由美子 監修、公益
財団法人 日本フィットネス協会）

課題に対するフィードバックの方法
レポートは評価とコメントを記入して学生に返却します。

成績評価の方法
平常点(60点)、授業の取り組み(20点)、およびレポート(20点)から総
合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員
の指示に従ってください。
2．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。
3．第1回目の授業には必ず出席してください。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 一 川 大 輔

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が起因となる疾病等が深刻な社会
問題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運
動の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をね
らいとします。

授業内容
使用施設：和泉キャンパス総合体育館 サブホール
第1回：オリエンテーション、利用施設の説明、簡易エクササイズ
第2回：バドミントン導入のためのルール説明、試しのゲーム
第3回：ラケッティング、打法の練習、簡易ゲーム
第4回：基礎練習（ヘアピン・ドライブ、ロングサーブ）、半コー

トでのシングルスゲーム
第5回：基礎練習（ハイクリア・スマッシュ、ドロップ）、半コー

トでのシングルスゲーム
第6回：フルコートでのシングルスゲーム導入のためのルール説

明、簡易ゲーム
第7回：レベル別のシングルスゲーム
第8回：ダブルスゲーム導入のためのルール説明、簡易ゲーム
第9回：ダブルスゲームためのルール説明、基礎練習（ショート

サービス）
第10回：上級者と未経験者でのダブルスゲーム
第11回：ソフトバレーボール導入、シッティングバレーボール
第12回：ソフトバレーボールでのリーグ戦
第13回：バレーボールのリーグ戦
第14回：実技運動のまとめ、授業総括

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．赤い靴ひもの室内用運動靴を用意してください。

準備学習の内容
授業前に特別の運動トレーニングを実施する必要はないが、日頃か
ら健康状態を整えるように努める。授業後も学内運動施設を利用し
運動習慣を獲得する意識を持ち、運動記録をつけるなどの方策が望
まれる。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
*授業開講時数2/3以上の出席を成績の対象とします。
平常点（授業内容への理解と受講態度・協調性）60%、技術（初期
の技術レベルからの向上度等）30%、レポート10%

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：剣道場
第1回 イントロダクション（受講上の留意点など）
第2回 縄跳び①
第3回 縄跳び②
第4回 ユニホック①
第5回 ユニホック②
第6回 ショートテニス①
第7回 ショートテニス①
第8回 レクリエーションスポーツ①
第9回 レクリエーションスポーツ②
第10回 レクリエーションスポーツ③
第11回 ミニサッカー①
第12回 ミニサッカー②
第13回 ミニサッカー③
第14回 まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4． 授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。

準備学習の内容
1. 食事や睡眠など体調管理に気をつけてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（60%）、態度（20%）、理解（20%）の3項目を点数化し、
その合計点で評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 山 川 啓 介

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館スポーツルーム11
第1回 イントロダクション（受講上の留意点など）
第2回 3×3①
第3回 3×3②
第4回 3×3③
第5回 長縄跳び①
第6回 長縄跳び②
第7回 ユニホック①
第8回 ユニホック②
第9回 ユニホック③
第10回 縄跳び
第11回 ボッチャ①
第12回 ボッチャ②
第13回 ミニサッカー②
第14回 ミニサッカー③

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。

準備学習の内容
食事や睡眠など体調管理に気をつけてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（60%）、態度（20%）、理解（20%）の3項目を点数化し、
その合計点で評価します．

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

─ 142 ─



科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 杉 山 仁 志

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
第1講 ガイダンス(ゴルフ練習場）
第2講 グリップの基本及びスイングの基本 1
第3講 グリップの基本及びスイングの基本 2
第4講 ハーフスイングからのショット 1
第5講 ハーフスイングからのショット 2
第6講 フルスイングショット 1
第7講 フルスイングショット 2
第8講 フルスイングショット 3
第7講 フルスイングショット 4
第8講 フェアウエーウッドショット（能力別）1
第9講 フェアウエーウッドショット（能力別）2
第10講 フェアウエーウッドショット（能力別）3
第11講 ドライバーショット（能力別）1
第12講 ドライバーショット（能力別）2
第13講 パター
第14講 まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
ゴルフスイングの基本となるグリップ・スイングなどを雑誌及びメ
ディアを利用し、理解しておくこと。
自分が行っているスイング動画をチェックする。（プロのスイング
と比較など）

教科書
特に指定しません。

参考書
PGA基本ゴルフ教本（社）日本プロゴルフ協会（監修） 学研

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（1）授業への取組状況及び積極性を重視し評価する。
（2）平常点100％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、については担当教員の指示に 従っ
て下さい。
2．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診して下さい。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：剣道場
第1回 イントロダクション（受講上の留意点など）
第2回 縄跳び①
第3回 縄跳び②
第4回 ユニホック①
第5回 ユニホック②
第6回 ショートテニス①
第7回 ショートテニス①
第8回 レクリエーションスポーツ①
第9回 レクリエーションスポーツ②
第10回 レクリエーションスポーツ③
第11回 ミニサッカー①
第12回 ミニサッカー②
第13回 ミニサッカー③
第14回 まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。

準備学習の内容
1. 食事や睡眠など体調管理に気をつけてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（60%）、態度（20%）、理解（20%）の3項目を点数化し、
その合計点で評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 竹 井 尚 也

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館ウェスト2階 フィットネスルーム
第1回：授業の説明とオリエンテーション
第2回：体力測定1、トレーニングマシンの解説と実技
第3回：目標設定、プログラム作成、フリーウエイトの解説と実技

1
第4回：持久的運動の解説、フリーウエイトの解説と実技2
第5回：トレーニングの実践1
第6回：トレーニングの実践2
第7回：トレーニングの実践3
第8回：トレーニングの実践4
第9回：トレーニングの実践5
第10回：トレーニングの実践6
第11回：トレーニングの実践7
第12回：トレーニングの実践8
第13回：体力測定2、測定結果の評価と解説
第14回：まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
健康やフィットネストレーニングに関する情報収集を心懸けて下さ
い。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
(a) 授業への積極的な取組み・態度 60% (b) 理解力・技能の
上達度 30% (c) レポート・提出物10%

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 山 川 啓 介

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：剣道場
第1回 イントロダクション（受講上の留意点など）
第2回 縄跳び①
第3回 縄跳び②
第4回 ユニホック①
第5回 ユニホック②
第6回 ショートテニス①
第7回 ショートテニス①
第8回 レクリエーションスポーツ①
第9回 レクリエーションスポーツ②
第10回 レクリエーションスポーツ③
第11回 ミニサッカー①
第12回 ミニサッカー②
第13回 ミニサッカー③
第14回 まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。

準備学習の内容
食事や睡眠など体調管理に気をつけてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（60%）、態度（20%）、理解（20%）の3項目を点数化し、
その合計点で評価します．

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 杉 山 仁 志

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
第1講 ガイダンス(ゴルフ練習場）
第2講 グリップの基本及びスイングの基本 1
第3講 グリップの基本及びスイングの基本 2
第4講 ハーフスイングからのショット 1
第5講 ハーフスイングからのショット 2
第6講 フルスイングショット 1
第7講 フルスイングショット 2
第8講 フルスイングショット 3
第7講 フルスイングショット 4
第8講 フェアウエーウッドショット（能力別）1
第9講 フェアウエーウッドショット（能力別）2
第10講 フェアウエーウッドショット（能力別）3
第11講 ドライバーショット（能力別）1
第12講 ドライバーショット（能力別）2
第13講 パター
第14講 まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
ゴルフスイングの基本となるグリップ・スイングなどを雑誌及びメ
ディアを利用し、理解しておくこと。
自分が行っているスイング動画をチェックする。（プロのスイング
と比較など）

教科書
特に指定しません。

参考書
PGA基本ゴルフ教本（社）日本プロゴルフ協会（監修） 学研

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（1）授業への取組状況及び積極性を重視し評価する。
（2）平常点100％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、については担当教員の指示に 従っ
て下さい。
2．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診して下さい。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

教授 春日井 淳 夫

授業の概要・到達目標
本授業の目的は、卓球という教材を通して人間形成や心身共に健康な

活力を培うために欠くことのできない身体運動について科学的に理解
し、有効に実践できる知識を習得することである。また、卓球を通して
個人のスキルを高め、ルールを理解しながらシングルス、ダブルスの
ゲームが安全に楽しくできるようになることを目的としている。

受講生は、ボールに対する回転のかけ方、その応じ方を理解し、ゲー
ムに応用できるようになる。また卓球を通じて相互のコミュニケーショ
ンが図れるようになり、交流を深めることができる。

授業内容
使用施設：スポーツルームA
第1回：aのみ：イントロダクション（授業実施上のガイダンス）
第2回：ラケットの種類と特性の説明、フォア・バックハンド練習、ラ

リー
第3回：ラリー、サーブ練習、ボールへ回転をかける
第4回：シングルス・ルールの理解、ゲーム実践
第5回：シングルス・ゲーム実践（1）
第6回：シングルス・ゲーム実践（2）
第7回：シングルス・ゲーム実践（3）
第8回：ダブルス・ルールの理解、ゲーム実践
第9回：ダブルス・ゲーム実践（1）
第10回：ダブルス・ゲーム実践（2）
第11回：ダブルス・ゲーム実践（3）
第12回：様々な形式でのゲーム実践（1）
第13回：様々な形式でのゲーム実践（2）
第14回：まとめと振り返り

履修の注意点
1. 運動学演習Iは1年次必修科目である。週1回で14回の開講が予定さ
れており半期で評価される。また実技ばかりではなく実技に関連した講
義も含まれている。
2. 運動学演習Iの授業は、時間割に指定された曜日・時限で行う。
3. 運動学演習Iの単位修得には、最低でも授業実施回数の3分の2以上
の出席が必要となる。授業に遅れてきた場合、20分以内であれば遅刻と
認め、遅刻2回で欠席1回と換算する。また、原則として早退は認めな
い。
4. 運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の授業時に担当教
員に申し出ること。
5. 4月に実施される健康診断を必ず受診すること。

準備学習の内容
実技（身体運動）が中心となるため、普段からの自己管理（食事・睡

眠等）を心がけ、授業に支障が出ないようにすること。また、授業に取
り組むだけでなく、卓球についての様々な情報をインターネットや図書
を利用して積み重ねること。

教科書
特に指定しない。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績評価は以下の通り行う。

1. 平常点（授業への取り組み状況、積極性、理解度、ルールの遵守な
ど） 70％
2. レポート（提出状況、内容など） 30％

その他
1．受講中にガムを噛む、また飲食行為（必要な水分補給を除く）は厳
禁とする。
2．運動に適した服装（ジーパン不可）、体育館シューズ（外靴以外）、
外靴を入れて保管する袋（シューズ袋）を準備すること。
3．受講中にスマートフォン等を身につけること、およびメール・通話
等の操作は厳禁とする。
4．授業を無断で早退すること、代返は厳禁とする。代返の場合、依頼
者と実行者の両者をルール違反として扱う。
5．上記4点について、万が一遵守できない場合は、単位の認定をしな
い。
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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 今 野 和 志

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館1階多目的ホールB（剣道場）
第1講 イントロダクション（授業計画の説明、評価について）
第2講 インラインスケート①（基本姿勢、歩行）
第3講 インラインスケート②（前方への移動、停止、方向転換）
第4講 キンボール①（ルールとマナー、ゲーム）
第5講 キンボール②（リーグ戦）
第6講 ユニホック①（ルールとマナー、ハンドリング）
第7講 ユニホック②（ボール回し、シュート）
第8講 ユニホック③（ゲーム）
第9講 ユニホック④（リーグ戦）
第10講 フライングディスク①（バックハンドスロー、フォアハン

ドスロー）
第11講 フライングディスク②（オーバーハンドスロー、キャッチ

ング）
第12講 アルティメット①（ルールとマナー、ゲーム）
第13講 アルティメット②（リーグ戦）
第14講 講義のまとめ
*講義の内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．室内用のシューズを準備してください。

準備学習の内容
事故や怪我を予防するため、前日に充分な睡眠をとり、体調を整え
て授業に参加できるようこころがけてください。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組みと姿勢（60％）、協調性・コミュニケーション能
力（20％）、授業への貢献度（20％）から総合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 齋 藤 実

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：多目的ホールB（剣道場） 教材：剣道
第1回：オリエンテーション、剣道の歴史と教育的意義
第2回：剣道の礼法と所作
第3回：剣道の動機付け （新聞紙切り、発声、剣道的ゲーム）
第4回：竹刀操作と実際の打突 （素振り、竹刀への打突）
第5回：木刀を用いた稽古法1 （剣道基本技稽古法基本1～4）
第6回：木刀を用いた稽古法2 （剣道基本技稽古法基本5～9）
第7回：技能評価 （剣道基本技稽古法）
第8回：剣道具着用の仕方、剣道具への打ち方と打たせ方、剣道具

の片づけ方
第9回：踏み込み足での仕掛け技 （剣道基本技稽古法基本1～4）
第10回：踏み込み足での仕掛け技と応じ技 （簡単な試合）
第11回：模擬審査（1級レベル、初段レベル）
第12回：試合のやり方と審判のやり方
第13回：技能評価1（試合と審判）
第14回：技能評価2（試合と審判）

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．服装の準備できていない場合は怪我の原因になることがあるた
め、授業に参加できないことがあります。
5．手ぬぐいの用意をお願いします。
6．昇級審査、昇段審査（全日本剣道連盟）に参加することができ
ます（希望制）。

準備学習の内容
授業中に配付する資料の該当箇所を振り返り、不明な部分があれば
授業で質問すること。また,次の回の内容について資料に目を通し
ておくこと。

教科書
特に定めない。

参考書
『日本剣道形解説書』、『剣道指導要領』、全日本剣道連盟

課題に対するフィードバックの方法
代表的な意見を授業内にて取り上げて講評する。

成績評価の方法
平常点評価 70％：授業態度、ルール、マナー、競技への取り組み
等、到達目標への積極性を評価する。
授業内評価 30％：実技、筆記（ルール、マナーについて）を実施
し、技能、理解度を評価する。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 今 野 和 志

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館1階多目的ホールB（剣道場）
第1講 イントロダクション（授業計画の説明、評価について）
第2講 インラインスケート①（基本姿勢、歩行）
第3講 インラインスケート②（前方への移動、停止、方向転換）
第4講 キンボール①（ルールとマナー、ゲーム）
第5講 キンボール②（リーグ戦）
第6講 ユニホック①（ルールとマナー、ハンドリング）
第7講 ユニホック②（ボール回し、シュート）
第8講 ユニホック③（ゲーム）
第9講 ユニホック④（リーグ戦）
第10講 フライングディスク①（バックハンドスロー、フォアハン

ドスロー）
第11講 フライングディスク②（オーバーハンドスロー、キャッチ

ング）
第12講 アルティメット①（ルールとマナー、ゲーム）
第13講 アルティメット②（リーグ戦）
第14講 講義のまとめ
*講義の内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．室内用のシューズを準備してください。

準備学習の内容
事故や怪我を予防するため、前日に充分な睡眠をとり、体調を整え
て授業に参加できるようこころがけてください。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組みと姿勢（60％）、協調性・コミュニケーション能
力（20％）、授業への貢献度（20％）から総合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 西 谷 善 子

授業の概要・到達目標
【授業の概要】
2020+1東京五輪の女子銀・銅メダル獲得でさらに注目が高まって
いるスポーツクライミング。
一見、力がないとできないスポーツと思われがちですが、決してそ
うではありません。
クライミングは誰にでも挑戦可能で、マイペースに楽しめるスポー
ツです。「体を使うチェス」と表現されたりするように、頭の使い
ようによって様々な可能性が開かれているというような限りない魅
力を持っています。
本授業では、クライミングの中のボルダリング種目を中心に授業を
展開し、自分の身体の機能や動き等を学びます。

【到達目標】
クライミングを通して、自らの心身と向き合い、仲間とともに生涯
を通じてスポーツを楽しむ力を養うことを目標とします。

授業内容
使用施設：和泉体育館1階クライミングウォール
主に3～5m程の短い壁を登る「ボルダリング」と呼ばれる種目を
中心に行います。
毎回、ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後、各傾斜の
壁をローテーションで登りながら理解を深めます。
第1週：講義1 クライミング概論
第2週：講義2 クライミングの安全対策
第3週：講義3 クライミングに必要な体力
第4-5週：講義4 足の置き方、ホールドの持ち方、ムーブ
第6週：講義5 ルートを読む；オブザベーションの重要性
第7-8：講義6 課題を作ってみる
第9-10週：講義7 競技クライミング；ボルダリング
第11週：講義8 長いルートを登ってみる；ルートクライミング
第12-13：課題を登る 中間テスト（理解度・達成度チェック）
第14週：講義9 体力の比較、まとめ、レポート提出

履修の注意点
1．授業進行状況に合わせて順序、内容、教場を変更することがあ
ります。
2．単位修得にあたっては、半期授業実施回数の3分の2以上の出
席が必要となります。
3．初回～3、4週目までは様々な部分（特に前腕部）が筋肉痛に
なります。

準備学習の内容
必要に応じて授業中に指示する。

教科書
特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布し
て授業を進めます。

参考書
特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布し
て授業を進めます。
興味がある人は『フリークライミングはじめました。：ボルダリン
グから本格クライミングまで』と『スポーツクライミング ボルダ
リング 考える力を身につけながら楽しくレベルアップ!!』（西谷監
修）を読むと、授業の様子が分かります。授業を選択する前にぜひ
読んでみてください。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成 績 は、平 常 点（60％）、理 解 度・達 成 度（20％）、レ ポ ー ト

（20％）で総合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 緒 方 貴 浩

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：剣道場
第1回：オリエンテーション（授業の概要と目的、履修上の注意、

成績評価方法などの説明）
第2回：ボディワーク①
第3回：ボディワーク②
第4回：ショートテニス①
第5回：ショートテニス②
第6回：シッティングバレー①
第7回：シッティングバレー②
第8回：フライングディスク①
第9回：フライングディスク②
第10回：大縄跳び
第11回：スポーツ鬼ごっこ
第12回：ユニホック①
第13回：ユニホック②
第14回：まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
1．ルールやマナーなどについてインターネットや書籍等を積極的
に活用し、授業の課題に取り組むこと。
2．運動習慣確立のために日常生活における身体活動量の増加に務
めること。

教科書
教科書は使用しない。

参考書
必要に応じて資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績は、以下の観点から総合的に評価する。
1．実践点（50％）：授業への積極的な参加、課題達成度（コミュ
ニケーション能力、動的学習姿勢）
2．理解点（20％）：ルールおよびマナーの理解（幅広い教養とし
ての知識・理解）
3．技能達成度（30点）：基礎的技能の習得など（専門分野の基本
的な知識・理解及び技術）

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設 柔道場
第1回 イントロダクション（受講上の留意点など）
第2回 パラスポーツ①
第3回 パラスポーツ②
第4回 パラスポーツ③
第5回 パラスポーツ④
第6回 縄跳び①
第7回 縄跳び②
第8回 縄跳び③
第9回 ドッチビー①
第10回 ドッチビー②
第11回 スポーツチャンバラ①
第12回 スポーツチャンバラ②
第13回 スポーツチャンバラ③
第14回 まとめ
※授業内容が変更になることがあります。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4. 授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。

準備学習の内容
1. 食事や睡眠など体調管理を心がけてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（60%）、態度（20%）、理解（20%）の3項目を点数化し、
その合計点で評価する。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 佐 藤 伸一郎

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
第1講 秋学期授業のイントロダクション、柔道衣の貸し出し。
第2講 柔道と世界の JUDO
第3講 礼法（自然体、自護体、立礼と座礼）
第4講 基本動作（摺足、継足、八方の崩し、体の捌き方）
第5講 受身（横受身、後受身、前まわり受身）
第6講 振り返り
第7講 投技と固技（1）膝車と袈裟固
第8講 投技と固技（2）体落と横四方固
第9講 投技と固技（3）大腰と上四方固
第10講 投技と固技（4）大内刈と縦四方固
第11講 投技と固技（5）送足払と出足払
第12講 約束練習（1）技を繋げてみる
第13講 約束練習（2）相手の技に対応してみる
第14講 まとめおよび実技試験

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
1、柔道の大会をyoutube等で見ておいてください。
2、自重で行うプッシュアップやスクワット、シットアップなどを
やっておくと良いと思います。

教科書
特に指定しません。必要な資料は授業中に配布します。

参考書
特に指定しません

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績は総合的な観点（平常点60％、各自の取り組み姿勢20％、実

技試験20％）から評価されます。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 竹 崎 一 真

授業の概要・到達目標
実施種目：ゴルフ
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
第1講 ガイダンス(ゴルフ練習場）
第2講 グリップの基本及びスイングの基本 1
第3講 グリップの基本及びスイングの基本 2
第4講 ハーフスイングからのショット 1
第5講 ハーフスイングからのショット 2
第6講 フルスイングショット 1
第7講 フルスイングショット 2
第8講 フルスイングショット 3
第7講 フルスイングショット 4
第8講 フェアウエーウッドショット（能力別）1
第9講 フェアウエーウッドショット（能力別）2
第10講 フェアウエーウッドショット（能力別）3
第11講 ドライバーショット（能力別）1
第12講 ドライバーショット（能力別）2
第13講 パター
第14講 まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
ゴルフスイングの基本となるグリップ・スイングなどを雑誌及びメ
ディアを利用し、理解しておくこと。
自分が行っているスイング動画をチェックする。（プロのスイング
と比較など）

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法
毎授業時に行います。

成績評価の方法
（1）授業への取組状況及び積極性を重視し評価する。
（2）平常点100％

その他
（1）授業への取組状況及び積極性を重視し評価する。
（2）平常点100％
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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 西 谷 善 子

授業の概要・到達目標
【授業の概要】
2020+1東京五輪の女子銀・銅メダル獲得でさらに注目が高まって
いるスポーツクライミング。
一見、力がないとできないスポーツと思われがちですが、決してそ
うではありません。
クライミングは誰にでも挑戦可能で、マイペースに楽しめるスポー
ツです。「体を使うチェス」と表現されたりするように、頭の使い
ようによって様々な可能性が開かれているというような限りない魅
力を持っています。
本授業では、クライミングの中のボルダリング種目を中心に授業を
展開し、自分の身体の機能や動き等を学びます。

【到達目標】
クライミングを通して、自らの心身と向き合い、仲間とともに生涯
を通じてスポーツを楽しむ力を養うことを目標とします。

授業内容
使用施設：和泉体育館1階クライミングウォール
主に3～5m程の短い壁を登る「ボルダリング」と呼ばれる種目を
中心に行います。
毎回、ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後、各傾斜の
壁をローテーションで登りながら理解を深めます。
第1週：講義1 クライミング概論
第2週：講義2 クライミングの安全対策
第3週：講義3 クライミングに必要な体力
第4-5週：講義4 足の置き方、ホールドの持ち方、ムーブ
第6週：講義5 ルートを読む；オブザベーションの重要性
第7-8：講義6 課題を作ってみる
第9-10週：講義7 競技クライミング；ボルダリング
第11週：講義8 長いルートを登ってみる；ルートクライミング
第12-13：課題を登る 中間テスト（理解度・達成度チェック）
第14週：講義9 体力の比較、まとめ、レポート提出

履修の注意点
1．授業進行状況に合わせて順序、内容、教場を変更することがあ
ります。
2．単位修得にあたっては、半期授業実施回数の3分の2以上の出
席が必要となります。
3．初回～3、4週目までは様々な部分（特に前腕部）が筋肉痛に
なります。

準備学習の内容
必要に応じて授業中に指示する。

教科書
特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布し
て授業を進めます。

参考書
特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布し
て授業を進めます。
興味がある人は『フリークライミングはじめました。：ボルダリン
グから本格クライミングまで』と『スポーツクライミング ボルダ
リング 考える力を身につけながら楽しくレベルアップ!!』（西谷監
修）を読むと、授業の様子が分かります。授業を選択する前にぜひ
読んでみてください。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成 績 は、平 常 点（60％）、理 解 度・達 成 度（20％）、レ ポ ー ト

（20％）で総合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 今 野 和 志

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館1階多目的ホールB（剣道場）
第1講 イントロダクション（授業計画の説明、評価について）
第2講 インラインスケート①（基本姿勢、歩行）
第3講 インラインスケート②（前方への移動、停止、方向転換）
第4講 キンボール①（ルールとマナー、ゲーム）
第5講 キンボール②（リーグ戦）
第6講 ユニホック①（ルールとマナー、ハンドリング）
第7講 ユニホック②（ボール回し、シュート）
第8講 ユニホック③（ゲーム）
第9講 ユニホック④（リーグ戦）
第10講 フライングディスク①（バックハンドスロー、フォアハン

ドスロー）
第11講 フライングディスク②（オーバーハンドスロー、キャッチ

ング）
第12講 アルティメット①（ルールとマナー、ゲーム）
第13講 アルティメット②（リーグ戦）
第14講 講義のまとめ
*講義の内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．室内用のシューズを準備してください。

準備学習の内容
事故や怪我を予防するため、前日に充分な睡眠をとり、体調を整え
て授業に参加できるようこころがけてください。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組みと姿勢（60％）、協調性・コミュニケーション能
力（20％）、授業への貢献度（20％）から総合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 齋 藤 実

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：多目的ホールB（剣道場） 教材：剣道
第1回：オリエンテーション、剣道の歴史と教育的意義
第2回：剣道の礼法と所作
第3回：剣道の動機付け （新聞紙切り、発声、剣道的ゲーム）
第4回：竹刀操作と実際の打突 （素振り、竹刀への打突）
第5回：木刀を用いた稽古法1 （剣道基本技稽古法基本1～4）
第6回：木刀を用いた稽古法2 （剣道基本技稽古法基本5～9）
第7回：技能評価 （剣道基本技稽古法）
第8回：剣道具着用の仕方、剣道具への打ち方と打たせ方、剣道具

の片づけ方
第9回：踏み込み足での仕掛け技 （剣道基本技稽古法基本1～4）
第10回：踏み込み足での仕掛け技と応じ技 （簡単な試合）
第11回：模擬審査（1級レベル、初段レベル）
第12回：試合のやり方と審判のやり方
第13回：技能評価1（試合と審判）
第14回：技能評価2（試合と審判）

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．服装の準備できていない場合は怪我の原因になることがあるた
め、授業に参加できないことがあります。
5．手ぬぐいの用意をお願いします。
6．昇級審査（全日本剣道連盟）に参加することができます（希望
制）。

準備学習の内容
授業中に配付する資料の該当箇所を振り返り、不明な部分があれば
授業で質問すること。また、次の回の内容について資料に目を通し
ておくこと。

教科書
特に定めない。

参考書
『日本剣道形解説書』、『剣道指導要領』、全日本剣道連盟

課題に対するフィードバックの方法
代表的な意見を授業内にて取り上げて講評する。

成績評価の方法
平常点評価 70％：授業態度、ルール、マナー、競技への取り組み
等、到達目標への積極性を評価する。
授業内評価 30％：実技、筆記（ルール、マナーについて）を実施
し、技能、理解度を評価する。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館1階プール
第1回 イントロダクション（受講上の留意点など）
第2回 水慣れ、泳力測定
第3回 クロール1（キック・プル）
第4回 クロール2（コンビネーション）
第5回 背泳ぎ1（キック・プル）
第6回 背泳ぎ2（コンビネーション）
第7回 平泳ぎ1（キック・プル）
第8回 平泳ぎ2（コンビネーション）
第9回 バタフライ1（キック・プル）
第10回 バタフライ2（コンビネーション）
第11回 個人メドレー
第12回 スキンダイビング
第13回 水球（パス・ドリブル・シュート）
第14回 水球（ゲーム）、授業のまとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
1. 授業に必要な水着、キャップ、ゴーグル、タオル等は忘れずに準
備してください。
2. 食事や睡眠など体調管理に努めてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組み（40点）・意欲や態度（30点）・レポート（30点）
から総合的に判断します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 今 野 和 志

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館1階多目的ホールB（剣道場）
第1講 イントロダクション（授業計画の説明、評価について）
第2講 インラインスケート①（基本姿勢、歩行）
第3講 インラインスケート②（前方への移動、停止、方向転換）
第4講 キンボール①（ルールとマナー、ゲーム）
第5講 キンボール②（リーグ戦）
第6講 ユニホック①（ルールとマナー、ハンドリング）
第7講 ユニホック②（ボール回し、シュート）
第8講 ユニホック③（ゲーム）
第9講 ユニホック④（リーグ戦）
第10講 フライングディスク①（バックハンドスロー、フォアハン

ドスロー）
第11講 フライングディスク②（オーバーハンドスロー、キャッチ

ング）
第12講 アルティメット①（ルールとマナー、ゲーム）
第13講 アルティメット②（リーグ戦）
第14講 講義のまとめ
*講義の内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．室内用のシューズを準備してください。

準備学習の内容
事故や怪我を予防するため、前日に充分な睡眠をとり、体調を整え
て授業に参加できるようこころがけてください。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組みと姿勢（60％）、協調性・コミュニケーション能
力（20％）、授業への貢献度（20％）から総合的に評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 成 瀬 和 弥

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：プール
第1回：オリエンテーション
第2回：水慣れ
第3回：アクアエクササイズ
第4回：スキンダイビング
第5回：クロール
第6回：クロール
第7回：平泳ぎ
第8回：平泳ぎ
第9回：水球 ルールと歴史
第10回：水球 パス
第11回：水球 シュート
第12回：水球 ゲーム
第13回：水球 ゲーム
第14回：水球 ゲーム

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください

準備学習の内容
クロール、平泳ぎの技術について調べる。

教科書
特に指定しない。

参考書
水泳体幹トレーニング 小泉圭介 マイナビ 2014年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
技能40％、知識・理解60％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 成 瀬 和 弥

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：プール
第1回：オリエンテーション
第2回：水慣れ
第3回：アクアエクササイズ
第4回：スキンダイビング
第5回：クロール
第6回：クロール
第7回：平泳ぎ
第8回：平泳ぎ
第9回：水球 ルールと歴史
第10回：水球 パス
第11回：水球 シュート
第12回：水球 ゲーム
第13回：水球 ゲーム
第14回：水球 ゲーム

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください

準備学習の内容
クロール、平泳ぎの技術について調べる。

教科書
特に指定しない。

参考書
水泳体幹トレーニング 小泉圭介 マイナビ 2014年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
技能40％、知識・理解60％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 高 梨 美 奈

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くことのできない身体運動

について科学的に理解し、周りの人々とコミュニケーションをとりながら実践できる知識を、
実際の体験を通じて習得することです。

運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎
となる身体運動の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとします。

実施種目：スポーツクライミング

授業概要：
クライミングは、これまで経験したことのない人、運動が得意な人もそうでない人でも、自

分のペースで取り組めるスポーツです。
クライミングを通して、自分の身体の機能や動き等を学びながら、自らの心身と向き合い、仲
間とともに生涯を通じて安全にスポーツを楽しむ力を養うことを目標とします。本授業では、
クライミングの中の「ボルダリング」「ロープクライミング」を中心に授業を展開し、クライミ
ングに必要な基礎知識を学びながら、自身の身体への理解を深めます。講義やリフレクション
を15分ほど導入し、自分で目標を立ててチャレンジすること、また他者を観察し他者から学ぶ
こと、仲間とともに自分たちの力で楽しさとやりがいを感得できるよう、グループワークも取
り入れていきます。

到達目標：
・クライミングの基本技術について理解し説明できる。
・ロープクライミングの技術を習得し、安全に行うことができる。
・ボルダリングの課題を作ることができる。
・ルートを正確に読むことができる。
・事故や怪我を予防しながらクライミング能力を上達させることができる。
・スポーツを通じて仲間と協力や励まし合いコミュニケーションを活発にすることができる。
・生涯にわたるスポーツとの関わりへの関心を高めることができる。
・感情や自らの言動を客観的に振り返ることで、自分自身と向き合い、自己分析力を高めるこ
とができる

授業内容
使用施設：クライミングウォール
第1回：オリエンテーション（授業の概要に関する説明、カード記入）
第2回：クライミングの概要, 安全対策
第3回：コンディショニング（筋トレ, ストレッチ）, ボルダリングとロープクライミング
第4回：グループワーク, フットワーク（足の置き方）
第5回：グループワーク, ホールドの持ち方、体の動かし方（ムーヴ）
第6回：グループワーク, ルートを読む（オブザベーション）
第7回：グループワーク, オリジナル課題を作る
第8回：グループワーク, ロープクライミング（安全システムを学ぶ）/ ボルダリング
第9回：グループワーク, ロープクライミング（ビレイを学ぶ）/ボルダリング
第10回：グループワーク, ロープクライミング（チームビレイ）/ボルダリング
第11回：目標設定, 自分の目標を決めて登る
第12回：グループワーク, 課題を作る
第13回：コンペティション, コンペティション
第14回：まとめ、レポート提出

クラスメートとのコミュニケーションを重視し、グループによる活動を行います。
状況により、場所を変更する日があるかもしれません。必ず掲示を確認するようにしてくださ
い。

履修の注意点
1.本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2.単位修得にあたっては、授業実施回数の 3 分の 2 以上の出席が必要となります。
3.医師により運動が禁止または制限されている学生は、第 1 回目の授業時に担当教員に申し出
て、指示を受けてください。
4.受講の際は、動きやすい服装に着替え、爪を短く切ってきてください。ネイルやアクセサ
リーは怪我の恐れがあるため厳禁です。
5.薄手の靴下を持参して下さい。

準備学習の内容
（予習）スポーツクライミングに関するルールおよびリスク・安全管理について理解する。

授業に向けて健康管理・健康観察や安全対策の準備を行う。
（復習）授業で行ったテーマと自分の課題や習熟度について振り返ること。

授業後はリフレクションシートを記入すること。

教科書
使用しません。

参考書
使用しません。授業で資料を配布することがあります。

おすすめ 「完全図解スポーツクライミング教本」 東秀磯 著, 山と渓谷社

課題に対するフィードバックの方法
Oh-o!Meijiを利用します。
質問や連絡がある場合にはOh-o!Meijiのディスカッションを通じ、連絡して下さい。

成績評価の方法
1．授業参加度や積極性（70%）

①授業に臨む姿勢、②授業に対する貢献度、③他者に働きかけて自ら動く・発言する態
度、④他者を受容・尊重する態度

などを総合的に評価します。
2．目標達成度（15%）

毎回のリフレクションシートへの記入を参考に、各自の目標の達成度を評価します
3． レポート（15%）

授業を振り返り、最終日にレポートを提出する

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

教授 後 藤 光 将

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
場所：多目的ホールC（柔道場）
第1回：イントロダクション
第2回：コラボレーティブゲーム1
第3回：コラボレーティブゲーム2
第4回：ボールジャグリングの基礎1（1ボールから3ボールカス

ケード）
第5回：ボールジャグリングの基礎2（安定した3ボールカスケー

ド）
第6回：ボールジャグリングの応用（オーバーザトップ、ワンアッ

プ・ツーアップ）
第7回：ウォーキングラリー
第8回：ボッチャの基礎（持ち方、投げ方、ルール）
第9回：ボッチャのゲーム1
第10回：ボッチャのゲーム2
第11回：ボッチャのゲーム3
第12回：ボッチャのゲーム4
第13回：ボッチャのゲーム5
第14回：まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．赤い靴ひもの室内用運動靴を用意してください。

準備学習の内容
様々なニュースポーツに取り組みますので各種文献やウェブサイ

トでルールなどをあらかじめ予習しておいてください。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組み姿勢（40％）、出席（30％）、期末レポート

（30％）

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 杉 山 仁 志

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
第1講 ガイダンス(ゴルフ練習場）
第2講 グリップの基本及びスイングの基本 1
第3講 グリップの基本及びスイングの基本 2
第4講 ハーフスイングからのショット 1
第5講 ハーフスイングからのショット 2
第6講 フルスイングショット 1
第7講 フルスイングショット 2
第8講 フルスイングショット 3
第7講 フルスイングショット 4
第8講 フェアウエーウッドショット（能力別）1
第9講 フェアウエーウッドショット（能力別）2
第10講 フェアウエーウッドショット（能力別）3
第11講 ドライバーショット（能力別）1
第12講 ドライバーショット（能力別）2
第13講 パター
第14講 まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
ゴルフスイングの基本となるグリップ・スイングなどを雑誌及びメ
ディアを利用し、理解しておくこと。
自分が行っているスイング動画をチェックする。（プロのスイング
と比較など）

教科書
特に指定しません。

参考書
PGA基本ゴルフ教本（社）日本プロゴルフ協会（監修） 学研

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（1）授業への取組状況及び積極性を重視し評価する。
（2）平常点100％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、については担当教員の指示に 従っ
て下さい。
2．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診して下さい。
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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 水 口 潔

授業の概要・到達目標
【授業の概要】授業は、体育館にて行う。技術および体力別にグ
ループに分かれて活動することから、自主的な練習への取り組みが
強く求められる。主にバドミントンの基本技術の習得と、基礎的な
ルール・マナー等を学ぶことによって、バドミントンへの理解を深
める。室内専用シューズを準備すること。

【授業の到達目標】それぞれの技術レベルに応じて、バドミントン
のゲームを楽しむことのできる技術を取得し、バドミントンを通
し、スポーツの魅力と楽しさを実感する。

授業内容
第1回：ガイダンス
第2回：基本技術の練習（フォアハンドストローク）
第3回：基本技術の練習（バックハンドストローク）
第4回：基本技術の練習（ヘヤピン）
第5回：基本技術の練習（スマッシュ）
第6回：サーブ＆レシーブ
第7回：基本的なルール・マナー・審判法およびバドミントンの歴

史（入門編）
第8回：ゲームにおける基本的戦術
第9回：ゲーム形式の練習（ダブルス中心、攻撃の際の動き方）
第10回：ゲーム形式の練習（ダブルス中心、守りの際の動き方）
第11回：リーグ戦（ダブルス）1回戦
第12回：リーグ戦（ダブルス）2回戦
第13回：チーム対抗戦1回戦
第14回：チーム対抗戦2回戦
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
履修開始の第1週目(授業の開講時限)は,インフォメーションボー
ドで,指定された教室に集合してください。通常授業に関しては,以
下の点に留意してください。これが準備学習となります。

（1）心身のコンディションを整えて出席してください。
（2）スポーツ活動にふさわしいシューズやウェアを着用してくだ
さい。

（3）授業の進行および安全管理の観点から,遅刻は厳禁とします。
雨天時の対応などは実技に関する指示は,体育館の入り口にあるイ
ンフォメーションボードに掲載されていますので、授業前に必ず目
を通してください。

準備学習の内容
ネット上の動画なども含め、興味のある映像などを見ておくこと。

教科書
特に定めない。

参考書
特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
単位の取得には,開講日数の2/3以上の出席が必要です。2/3以上出
席した者について、以下のような比率により総合的に評価します。
(a)平常点:40% (b)理解力・コミュニケーション能力:40% (c)技能・
体力:20% &.実技能力や向上度、ルールの理解度などを見るために
試験を実施し、レポートの提出を求めます。

その他

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 針ヶ谷 雅 子

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、運動学演習I-1で学んだ知識や経験を活かし、実
際にスポーツを体験・習得しながら、スポーツの魅力や身体を動か
すことの楽しさを十分に味わい、生涯にわたる運動習慣の基盤とす
ることです。また、友人と協力したり、助言し合ったりしながら互
いに成長することも有意義な体験です。さらに、自ら工夫して技術
を身につけたり、練習に没頭するような経験から、自己を理解し、
意欲が湧き、生き生きとした大学生活につなげることも目指しま
す。

授業内容
使用施設：テニス場
第1回：ガイダンス
第2回：ストレッチと体力チェック
第3回：ラケットの持ち方・ボールを使った基礎練習
第4回：ストロークの打ち方（フォア・バック）
第5回：ラリーの練習・ミニゲーム
第6回：サービスの基礎・ミニゲーム
第7回：ボレーの基礎・ミニゲーム
第8回：ダブルスのルール・ダブルスのミニゲーム
第9回：ダブルス①
第10回：ダブルス②
第11回：ダブルス③
第12回：シングルス①
第13回：シングルス②
第14回：まとめ・ふりかえり

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．睡眠や食事をきちんととり、元気なからだで参加してくださ
い。

準備学習の内容
学びを深めるため、また、生涯スポーツとして活用するため、授業
で触れた教材について、書籍やインターネットを活用して補習・復
習することを推奨します。

教科書
教科書は使用しません。

参考書
（1）これでダブルスに勝てるー知的テニスのすすめー（Bob
Harman & Keith Monroe著/勝田茂 訳、アイオーエム）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（1）平常点（参加、意欲、取り組み、積極性、協調性など）60％
（2）達成度（種目・教材の特性をどの程度理解しているか）30％
（3）学期末レポート（授業で学んだことを整理してまとめる）
10％

その他
1．各種目に適切な服装については担当教員の指示に従ってくださ
い。
2．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

─ 155 ─



科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

教授 後 藤 光 将

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
場所：多目的ホールC（柔道場）
第1回：イントロダクション
第2回：コラボレーティブゲーム1
第3回：コラボレーティブゲーム2
第4回：ボールジャグリングの基礎1（1ボールから3ボールカス

ケード）
第5回：ボールジャグリングの基礎2（安定した3ボールカスケー

ド）
第6回：ボールジャグリングの応用（オーバーザトップ、ワンアッ

プ・ツーアップ）
第7回：ウォーキングラリー
第8回：ボッチャの基礎（持ち方、投げ方、ルール）
第9回：ボッチャのゲーム1
第10回：ボッチャのゲーム2
第11回：ボッチャのゲーム3
第12回：ボッチャのゲーム4
第13回：ボッチャのゲーム5
第14回：まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．赤い靴ひもの室内用運動靴を用意してください。

準備学習の内容
様々なニュースポーツに取り組みますので各種文献やウェブサイ

トでルールなどをあらかじめ予習しておいてください。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組み姿勢（40％）、出席（30％）、期末レポート

（30％）

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

兼任講師 高 梨 美 奈

授業の概要・到達目標
実施種目：スポーツクライミング

授業概要：
クライミングは、これまで経験したことのない人、運動が得意な人もそうでない人で

も、自分のペースで取り組めるスポーツです。
クライミングを通して、自分の身体の機能や動き等を学びながら、自らの心身と向き合
い、仲間とともに生涯を通じて安全にスポーツを楽しむ力を養うことを目標とします。本
授業では、クライミングの中の「ボルダリング」「ロープクライミング」を中心に授業を
展開し、クライミングに必要な基礎知識を学びながら、自身の身体への理解を深めます。
講義やリフレクションを15分ほど導入し、自分で目標を立ててチャレンジすること、また
他者を観察し他者から学ぶこと、仲間とともに自分たちの力で楽しさとやりがいを感得で
きるよう、グループワークも取り入れていきます。

到達目標：
・クライミングの基本技術について理解し説明できる。
・ロープクライミングの技術を習得し、安全に行うことができる。
・ボルダリングの課題を作ることができる。
・ルートを正確に読むことができる。
・事故や怪我を予防しながらクライミング能力を上達させることができる。
・スポーツを通じて仲間と協力や励まし合いコミュニケーションを活発にすることができ
る。
・生涯にわたるスポーツとの関わりへの関心を高めることができる。
・感情や自らの言動を客観的に振り返ることで、自分自身と向き合い、自己分析力を高め
ることができる

授業内容
使用施設：クライミングウォール
第1回：オリエンテーション（授業の概要に関する説明、カード記入）
第2回：クライミングの概要, 安全対策
第3回：コンディショニング（筋トレ, ストレッチ）, ボルダリングとロープクライミ

ング
第4回：グループワーク, フットワーク（足の置き方）
第5回：グループワーク, ホールドの持ち方、体の動かし方（ムーヴ）
第6回：グループワーク, ルートを読む（オブザベーション）
第7回：グループワーク, オリジナル課題を作る
第8回：グループワーク, ロープクライミング（安全システムを学ぶ）/ ボルダリング
第9回：グループワーク, ロープクライミング（ビレイを学ぶ）/ボルダリング
第10回：グループワーク, ロープクライミング（チームビレイ）/ボルダリング
第11回：目標設定, 自分の目標を決めて登る
第12回：グループワーク, 課題を作る
第13回：コンペティション, コンペティション
第14回：まとめ、レポート提出

クラスメートとのコミュニケーションを重視し、グループによる活動を行います。
状況により、場所を変更する日があるかもしれません。必ず掲示を確認するようにしてく
ださい。

履修の注意点
1.本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2.単位修得にあたっては、授業実施回数の 3 分の 2 以上の出席が必要となります。
3.医師により運動が禁止または制限されている学生は、第 1 回目の授業時に担当教員に申
し出て、指示を受けてください。
4.受講の際は、動きやすい服装に着替え、爪を短く切ってきてください。ネイルやアクセ
サリーは怪我の恐れがあるため厳禁です。
5.薄手の靴下を持参して下さい。

準備学習の内容
（予習）スポーツクライミングに関するルールおよびリスク・安全管理について理解する。

授業に向けて健康管理・健康観察や安全対策の準備を行う。
（復習）授業で行ったテーマと自分の課題や習熟度について振り返ること。

授業後はリフレクションシートを記入すること。

教科書
使用しません。

参考書
使用しません。授業で資料を配布することがあります。

おすすめ 「完全図解スポーツクライミング教本」 東秀磯 著, 山と渓谷社

課題に対するフィードバックの方法
Oh-o!Meijiを利用します。
質問や連絡がある場合にはOh-o!Meijiのディスカッションを通じ、連絡して下さい。

成績評価の方法
1．授業参加度や積極性（70%）

①授業に臨む姿勢、②授業に対する貢献度、③他者に働きかけて自ら動く・発言す
る態度、④他者を受容・尊重する態度

などを総合的に評価します。
2．目標達成度（15%）

毎回のリフレクションシートへの記入を参考に、各自の目標の達成度を評価します
3． レポート（15%）

授業を振り返り、最終日にレポートを提出する

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指示に従ってくだ
さい。
2．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。

─ 156 ─



科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

教授 高 峰 修

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：メインホール
実施種目：縄跳び、バレーボール、キンボール
第1講 長縄(1)／バレーボール(1)～基本的なスキルとルール確

認
第2講 長縄(2)／バレーボール(2)～レシーブとトス
第3講 短縄(1)／バレーボール(3)～スリータッチによるゲーム
第4講 短縄(2)／バレーボール(4)～スリータッチによるゲーム
第5講 シッティングバレーボール～体験
第6講 ダブルダッチ(1)／キンボール(1)～ゲーム作りその1
第7講 ダブルダッチ(2)／キンボール(2)～ゲーム作りその2
第8講 ダブルダッチ(3)／キンボール(3)～ゲーム作りその3
第9講 キンボール(4)～正規のルールでのゲームと戦略・戦術
第10講 縄跳びコンビネーション(1)
第11講 縄跳びコンビネーション(2)
第12講 縄跳びコンビネーション(3)
第13講 縄跳びパフォーマンス
第14講 まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
半期に数回、個人やグループ単位で課題を出します。それらの課

題については授業時間外で取り組むことになります。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて授業中に行います。

成績評価の方法
単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が必

要になります。またレポート課題を数回出します。成績は以下の点
から評価します：
1）授業への参加度（60％）
2）グループ活動への貢献度（20％）
3）課題評価（20％）

その他
1．適切な服装や靴についてはガイダンスにて説明します。
2．種目によってはメガネの着用を禁止します。
3．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

教授 春日井 淳 夫

授業の概要・到達目標
本授業の目的は、卓球という教材を通して人間形成や心身共に健康な

活力を培うために欠くことのできない身体運動について科学的に理解
し、有効に実践できる知識を習得することである。また、卓球を通して
個人のスキルを高め、ルールを理解しながらシングルス、ダブルスの
ゲームが安全に楽しくできるようになることを目的としている。

受講生は、ボールに対する回転のかけ方、その応じ方を理解し、ゲー
ムに応用できるようになる。また卓球を通じて相互のコミュニケーショ
ンが図れるようになり、交流を深めることができる。

授業内容
使用施設：スポーツルームA
第1回：aのみ：イントロダクション（授業実施上のガイダンス）
第2回：ラケットの種類と特性の説明、フォア・バックハンド練習、ラ

リー
第3回：ラリー、サーブ練習、ボールへ回転をかける
第4回：シングルス・ルールの理解、ゲーム実践
第5回：シングルス・ゲーム実践（1）
第6回：シングルス・ゲーム実践（2）
第7回：シングルス・ゲーム実践（3）
第8回：ダブルス・ルールの理解、ゲーム実践
第9回：ダブルス・ゲーム実践（1）
第10回：ダブルス・ゲーム実践（2）
第11回：ダブルス・ゲーム実践（3）
第12回：様々な形式でのゲーム実践（1）
第13回：様々な形式でのゲーム実践（2）
第14回：まとめと振り返り

履修の注意点
1. 運動学演習Iは1年次必修科目である。週1回で14回の開講が予定さ
れており半期で評価される。また実技ばかりではなく実技に関連した講
義も含まれている。
2. 運動学演習Iの授業は、時間割に指定された曜日・時限で行う。
3. 運動学演習Iの単位修得には、最低でも授業実施回数の3分の2以上
の出席が必要となる。授業に遅れてきた場合、20分以内であれば遅刻と
認め、遅刻2回で欠席1回と換算する。また、原則として早退は認めな
い。
4. 運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の授業時に担当教
員に申し出ること。
5. 4月に実施される健康診断を必ず受診すること。

準備学習の内容
実技（身体運動）が中心となるため、普段からの自己管理（食事・睡

眠等）を心がけ、授業に支障が出ないようにすること。また、授業に取
り組むだけでなく、卓球についての様々な情報をインターネットや図書
を利用して積み重ねること。

教科書
特に指定しない。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績評価は以下の通り行う。

1. 平常点（授業への取り組み状況、積極性、理解度、ルールの遵守な
ど） 70％
2. レポート（提出状況、内容など） 30％

その他
1．受講中にガムを噛む、また飲食行為（必要な水分補給を除く）は厳
禁とする。
2．運動に適した服装（ジーパン不可）、体育館シューズ（外靴以外）、
外靴を入れて保管する袋（シューズ袋）を準備すること。
3．受講中にスマートフォン等を身につけること、およびメール・通話
等の操作は厳禁とする。
4．授業を無断で早退すること、代返は厳禁とする。代返の場合、依頼
者と実行者の両者をルール違反として扱う。
5．上記4点について、万が一遵守できない場合は、単位の認定をしな
い。
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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

教授 春日井 淳 夫

授業の概要・到達目標
本授業の目的は、卓球という教材を通して人間形成や心身共に健康な

活力を培うために欠くことのできない身体運動について科学的に理解
し、有効に実践できる知識を習得することである。また、卓球を通して
個人のスキルを高め、ルールを理解しながらシングルス、ダブルスの
ゲームが安全に楽しくできるようになることを目的としている。

受講生は、ボールに対する回転のかけ方、その応じ方を理解し、ゲー
ムに応用できるようになる。また卓球を通じて相互のコミュニケーショ
ンが図れるようになり、交流を深めることができる。

授業内容
使用施設：スポーツルームA
第1回：aのみ：イントロダクション（授業実施上のガイダンス）
第2回：ラケットの種類と特性の説明、フォア・バックハンド練習、ラ

リー
第3回：ラリー、サーブ練習、ボールへ回転をかける
第4回：シングルス・ルールの理解、ゲーム実践
第5回：シングルス・ゲーム実践（1）
第6回：シングルス・ゲーム実践（2）
第7回：シングルス・ゲーム実践（3）
第8回：ダブルス・ルールの理解、ゲーム実践
第9回：ダブルス・ゲーム実践（1）
第10回：ダブルス・ゲーム実践（2）
第11回：ダブルス・ゲーム実践（3）
第12回：様々な形式でのゲーム実践（1）
第13回：様々な形式でのゲーム実践（2）
第14回：まとめと振り返り

履修の注意点
1. 運動学演習Iは1年次必修科目である。週1回で14回の開講が予定さ
れており半期で評価される。また実技ばかりではなく実技に関連した講
義も含まれている。
2. 運動学演習Iの授業は、時間割に指定された曜日・時限で行う。
3. 運動学演習Iの単位修得には、最低でも授業実施回数の3分の2以上
の出席が必要となる。授業に遅れてきた場合、20分以内であれば遅刻と
認め、遅刻2回で欠席1回と換算する。また、原則として早退は認めな
い。
4. 運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の授業時に担当教
員に申し出ること。
5. 4月に実施される健康診断を必ず受診すること。

準備学習の内容
実技（身体運動）が中心となるため、普段からの自己管理（食事・睡

眠等）を心がけ、授業に支障が出ないようにすること。また、授業に取
り組むだけでなく、卓球についての様々な情報をインターネットや図書
を利用して積み重ねること。

教科書
特に指定しない。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績評価は以下の通り行う。

1. 平常点（授業への取り組み状況、積極性、理解度、ルールの遵守な
ど） 70％
2. レポート（提出状況、内容など） 30％

その他
1．受講中にガムを噛む、また飲食行為（必要な水分補給を除く）は厳
禁とする。
2．運動に適した服装（ジーパン不可）、体育館シューズ（外靴以外）、
外靴を入れて保管する袋（シューズ袋）を準備すること。
3．受講中にスマートフォン等を身につけること、およびメール・通話
等の操作は厳禁とする。
4．授業を無断で早退すること、代返は厳禁とする。代返の場合、依頼
者と実行者の両者をルール違反として扱う。
5．上記4点について、万が一遵守できない場合は、単位の認定をしな
い。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2
1単位

1年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
実施種目：フィットネス
フィットネスルーム内の様々なトレーニング機器を用いてトレーニ
ングを行います。各個人が目標を設定し、目標達成のためのトレー
ニングプログラムを立案し、実践します。最後にトレーニング効果
について評価し、レポートにまとめます。運動トレーニングの実践
および安全で効果的なトレーニングプログラム作成のための知識と
技術の習得を目指します。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館ウェスト2階 フィットネスルーム
第1回：ガイダンス
第2回：体力測定（1）、トレーニング機器の取り扱い説明、機器

の使用に慣れる
第3回：目標設定、プログラム作成、フリーウエイトトレーニング

のフォーム解説
第4回：トレーニング強度の設定（10RM の測定など）
第5回：トレーニングの実践（1）
第6回：トレーニングの実践（2）
第7回：トレーニングの実践（3）
第8回：トレーニングの実践（4）
第9回：トレーニングの実践（5）
第10回：トレーニングの実践（6）
第11回：トレーニングの実践（7）
第12回：トレーニングの実践（8）
第13回：体力測定（2）、トレーニング効果の評価
第14回：レポート提出、まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。

準備学習の内容
1. 食事や睡眠など体調管理に気をつけてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。必要に応じて資料を配布します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（40%）、授業への取り組み（30%）、レポート（30%）の3
項目を点数化し、その合計点で評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2（特定 スポーツ）
1単位

1年次

教授 春日井 淳 夫

授業の概要・到達目標
本授業の目的は、人間にとっての身体運動の意味、運動と健康の関わ

りについて科学的根拠に基づく理解をし、運動を安全かつ有効に実践で
きる知識を習得することである。

受講生は、自分自身の体力の現状を知り、今後どのように生活を送る
ことが大切であるかを、授業を通して理解、説明することができるよう
になる。フィットネスルームにある様々な器具の正しい使用方法を理解
し、目的に合ったトレーニング方法を学び自ら適切に実践できるように
なる。

授業内容
使用施設：フィットネスルーム
第1回：ガイダンス（秋学期授業スケジュールの確認等）、形態計測

（体組成、周径囲）
第2回：体力測定（筋力、筋持久力、柔軟性、平衡性、全身持久力）
第3回：体力測定（全身持久力、敏捷性）
第4回：体力測定（無酸素パワーテスト、脚伸展パワー）
第5回：体力測定（垂直跳、全力ペダリングピークパワー）
第6回：コンディショニング②／ピーキングとテーパリング（講義）
第7回：各自のトレーニング実践、体幹筋力測定、個人カウンセリング
第8回：各自のトレーニング実践、体幹筋力測定、個人カウンセリング
第9回：各自のトレーニング実践、体幹筋力測定、個人カウンセリング
第10回：各自のトレーニング実践、体幹筋力測定、個人カウンセリング
第11回：各自のトレーニング実践、体幹筋力測定、個人カウンセリング
第12回：各自のトレーニング実践、体幹筋力測定、個人カウンセリング
第13回：アンチドーピング（講義）、レポート課題提示
第14回：まとめ（レポートの提出・回収）

履修の注意点
1．運動学演習Iは1年次必修科目である。週1回で14回の開講が予定
されており、半期で評価される。また実技ばかりではなく実技に関連し
た講義も含まれている。
2．運動学演習Iの授業は、時間割に指定された曜日・時限で行う。
3．運動学演習Iの単位修得には、最低でも授業実施回数の3分の2以
上の出席が必要となる。授業に遅れてきた場合、20分以内であれば遅刻
と認めるが、遅刻2回で欠席1回と換算する。また、原則として早退は
認めない。
4．運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の授業時に担当
教員に申し出ること。
5．4月に実施される健康診断を必ず受診すること。

準備学習の内容
実技（身体運動）が中心となるため、普段からの自己管理（食事・睡

眠等）を心がけ、授業に支障が出ないようにすること。また、授業に取
り組むだけでなく、様々なトレーニング方法についてインターネットや
図書を利用した知識の積み重ねを行うこと。

教科書
特に指定しない。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績評価は以下の通り行う。

1. 平常点（授業への取り組み状況、積極性、理解度、ルールの遵守な
ど） 70％
2. レポート（提出状況、内容など）、データシート記入状況 30％

その他
1．受講中にガムを噛む、また飲食行為（必要な水分補給を除く）は厳
禁とする。
2．運動に適した服装（ジーパン不可）、体育館シューズ（外靴以外）、
外靴を入れて保管する袋（シューズ袋）を準備すること。
3．受講中にスマートフォン等を身につけること、およびメール・通話
等の操作は厳禁とする。
4．授業を無断で早退すること、代返は厳禁とする。代返の場合、依頼
者と実行者の両者をルール違反として扱う。
5．上記4点について、万が一遵守できない場合は、単位の認定をしな
い。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅰ－2（特定 スポーツ）
1単位

1年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
本授業は、スポーツ特別入試で入学した体育会所属の学生を対象
に、高い競技レベルで活躍するために身につけておくべき専門的な
知識について、実技ならびに講義を通じて学びます。自身の専門種
目以外の運動種目についても理解を深め、他者の考え方や取り組み
から自身のパフォーマンス向上に繋げられる広い視野を持つことが
望まれます。この授業を通して、学生アスリートとして自立するた
めに必要な知識とそのための習慣を身につけることを到達目標とし
ます。
本授業では、パフォーマンス向上に関わる知識や技能（トレーニン
グ、運動生理学、運動栄養学、解剖学等）を講義と実践の両面から
身に付けます。

授業内容
使用施設：フィットネスルーム
第1回 イントロダクション（受講上の留意点など）
第2回 フィットネスルームの使い方
第3回 ビッグスリーのフォーム、1RM測定
第4回 栄養と休養、各自のトレーニング
第5回 トレーニングの原理と原則、各自のトレーニング
第6回 筋の肥大、各自のトレーニング
第7回 心拍数とトレーニング、各自のトレーニング
第8回 怪我の予防と対処法、各自のトレーニング
第9回 ベンチプレスのバリエーション、各自のトレーニング
第10回 スクワットのバリエーション、各自のトレーニング
第11回 デッドリフトのバリエーション、各自のトレーニング
第12回 ストレッチの重要性、各自のトレーニング
第13回 1RM測定、各自のトレーニング
第14回 まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4． 授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。
5． 授業を正当な理由（大会出場、強化合宿、遠征等）で欠席す
る場合は、学部指定の欠席届を必ず提出してください。提出がない
場合は、無断欠席として取り扱います。

準備学習の内容
体育・スポーツに関わる本や資料を積極的に読むようにしましょ
う。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組み（50％）・意欲や態度（30%）・レポート（20%）
で総合的に判断します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－1
1単位

2年次

教授 高 峰 修

授業の概要・到達目標
実施種目：クライミング

クライミングとはとっ手（ホールド）のついた人口壁を縦に横に
移動し、自分の課題ルートのクリアを目指す身体活動です。腕力が
必要なように思うかもしれませんが、むしろバランス力が求めら
れ、男女を問わず様々な体格や体力レベル、運動経験をもつ学生が
各自で決めた課題ルートに取り組むことができます。

この授業の前半では高さ4mほどの人口壁を補助具を付けずに登
るボルダリングを、後半はハーネスとトップロープを使ったロープ
クライミングを実践します。

クライミングは基本的には個人の活動ですが、ロープクライミン
グでは登っている人のロープを確保する活動が加わります。そうし
たことから毎回の授業ではグループを作り、グループメンバーのコ
ミュニケーションを通じて各自の知識をより確かなものにし、スキ
ルの向上を目指します。競争原理に基づくスポーツとは違った協同
原理の身体活動を体験してください。

授業内容
使用施設：クライミングウォール
第1回：ガイダンス～クライミングのルールと安全管理、設備と用

具について
第2回：ホールドの持ち方、足の使い方、オブザベーション

【ボルダリング】
第3回：三点支持と正対ムーブ
第4回：二点支持とダイアゴナル
第5回：多様なムーブ
第6回：フラッギング
第7回：各自の課題練習、ロープクライミングの基本技術

【ロープクライミング】
第8～9回：ロープクライミング1回目、バディによるビレイ練習
第10～11回：ロープクライミング2回目
第12～13回：ロープクライミング3回目
第14回：まとめ

履修の注意点
1．定員を超えた場合は抽選を行います。詳細については4月のガ
イダンスにて説明します。
2．単位修得のためには、半期授業実施回数の3分の2以上の出席
が必要となります。
3．実技と講義の内容に関するレポート課題を出します。
4．服装やメガネの着用については教員の指示に従うこと。

準備学習の内容
常にクライミングの情報を集めるよう心がけましょう。

教科書
使用しません。

参考書
使用しません。

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて授業中に行います。

成績評価の方法
単位修得のためには、授業実施回数の3分の2以上の出席が必要

になります。また実技と講義の内容にかかわるレポート課題を出し
ます。成績は以下の点から評価します：
1）各自の課題への取り組み（50％）
2）グループワークへの参加度（20％）
3）クライミングスキル評価（20％）
4）レポート評価（10％）

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おくこと。

クライミングに必要なシューズはレンタル用を用意してあります。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－1
1単位

2年次

兼任講師 佐 古 隆 之

授業の概要・到達目標
＜授業概要＞ 本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を
培うために欠くことのできない身体運動について科学的に理解し、
周りの人々とのコミュニケーションをとりながら実践できる知識
を、実際の体験を通じて習得することです。運動不足が要因となる
病が深刻な社会問題となっている中で、健康で活力ある生活の基礎
となる身体運動の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資
質の育成をねらいとします。
実施種目：バドミントン

＜到達目標＞
ハイクリア、ドライブ、ドロップ、スマッシュ、ヘアピンなどの基
本的技術を習得するための練習に加えて、ゲームを数多く行うこと
で、バドミントンに必要な「動く」「打つ」「読む」能力の向上を目
指します。

授業内容
使用施設：サブホール
第1講：春学期授業のイントロダクション
第2講：グリップについての説明、ストローク練習（1）ハイクリ

ア
第3講：ストローク練習（2）ドライブ、ドロップ
第4講：ストローク練習（3）スマッシュ、ヘアピン
以降、毎授業の前半30分は各種ストローク練習を行う。
第5講：シングルスゲームの実践（1）ハーフコート
第6講：シングルスゲームの実践（2）ハーフコート（レベル分

け）
第7講：シングルスゲームの実践（3）ハーフコート（レベル別）
第8講：シングルスゲームの実践（4）オールコート（レベル別）
第9講：ダブルスゲームの実践（1）
第10講：ダブルスゲームの実践（2）
第11講：ダブルスゲームの実践（3）
第12講：団体戦のためのチーム作り
第13講：団体戦の実践（1）
第14講：団体戦の実践（2）

履修の注意点
1．単位修得にあたっては、半期授業実施回数の3分の2以上の出
席が必要となります。
2．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けて下さい。

準備学習の内容
授業内で実施したストレッチングや筋力トレーニングなどを自宅で
も積極的に実施することを推奨する。

教科書
使用しません。

参考書
使用しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（1）平常点60％…授業への取り組み情況、積極性
（2）実技内容の習得度20％
（3）授業への貢献度20％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－1
1単位

2年次

兼任講師 佐 古 隆 之

授業の概要・到達目標
＜授業概要＞ 本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を
培うために欠くことのできない身体運動について科学的に理解し、
周りの人々とのコミュニケーションをとりながら実践できる知識
を、実際の体験を通じて習得することです。運動不足が要因となる
病が深刻な社会問題となっている中で、健康で活力ある生活の基礎
となる身体運動の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資
質の育成をねらいとします。
実施種目：バドミントン

＜到達目標＞
ハイクリア、ドライブ、ドロップ、スマッシュ、ヘアピンなどの基
本的技術を習得するための練習に加えて、ゲームを数多く行うこと
で、バドミントンに必要な「動く」「打つ」「読む」能力の向上を目
指します。

授業内容
使用施設：サブホール
第1講：春学期授業のイントロダクション
第2講：グリップについての説明、ストローク練習（1）ハイクリ

ア
第3講：ストローク練習（2）ドライブ、ドロップ
第4講：ストローク練習（3）スマッシュ、ヘアピン
以降、毎授業の前半30分は各種ストローク練習を行う。
第5講：シングルスゲームの実践（1）ハーフコート
第6講：シングルスゲームの実践（2）ハーフコート（レベル分

け）
第7講：シングルスゲームの実践（3）ハーフコート（レベル別）
第8講：シングルスゲームの実践（4）オールコート（レベル別）
第9講：ダブルスゲームの実践（1）
第10講：ダブルスゲームの実践（2）
第11講：ダブルスゲームの実践（3）
第12講：団体戦のためのチーム作り
第13講：団体戦の実践（1）
第14講：団体戦の実践（2）

履修の注意点
1．単位修得にあたっては、半期授業実施回数の3分の2以上の出
席が必要となります。
2．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けて下さい。

準備学習の内容
授業内で実施したストレッチングや筋力トレーニングなどを自宅で
も積極的に実施することを推奨する。

教科書
使用しません。

参考書
使用しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（1）平常点60％…授業への取り組み情況、積極性
（2）実技内容の習得度20％
（3）授業への貢献度20％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－1
1単位

2年次

兼任講師 一 川 大 輔

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が起因となる疾病等が深刻な社会
問題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運
動の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をね
らいとします。

授業内容
使用施設：ゴルフゲージ
第1回 オリエンテーション、利用施設の説明、アドレスとグリッ

プ、パッティング基礎
第2回 パッティングでのアドレス、グリップ、距離感の理解
第3回 アイアンショットでのアドレスとグリップ、ショット基礎
第4回 アプローチショットでのバックスイングからインパクト、

パター（バックスイングなし型）
第5回 アプローチショットでのインパクトからフォロースルー、

パター（インパクト型）
第6回 アプローチショットでのフォロースルーからフィニッ

シュ、パター（フォロースルー型）
第7回 ショットクロック練習（7時から5時）、パターゲーム
第8回 ショットクロック練習 (9時から3時）、パターゲーム
第9回 ショットクロック練習 (11時から1時）、パターゲーム
第10回 打ち出し角度を変えるためのショット練習、ショットデー

タの確認
第11回 各種クラブ（ウッド等）でのショット練習
第12回 各種クラブ（アイアン、ウッド等）でのショット練習
第13回 実際のラウンドを想定した模擬ラウンド練習
第14回 まとめ：授業内容の総括

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
授業前に特別の運動トレーニングを実施する必要はないが、日頃か
ら健康状態を整えるように努める。授業後も学内運動施設を利用し
運動習慣を獲得する意識を持ち、運動記録をつけるなどの方策が望
まれる。

教科書
特になし

参考書
PGA 基本ゴルフ教本（日本プロゴルフ協会）
2019年ゴルフ規則書（日本ゴルフ協会）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
*授業開講時数2/3以上の出席を成績の対象とします。
平常点（授業内容への理解と受講態度・協調性）60%、技術（初期
の技術レベルからの向上度等）30%、レポート10%

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

─ 161 ─



科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－1
1単位

2年次

兼任講師 板橋クリストファーマリオ

授業の概要・到達目標
実施種目：硬式テニス（上級）

本授業では、テニス経験者を対象に戦略的なダブルスゲームがプ
レイできるようになることを目指します。そのための基礎体力ト
レーニング、技術練習を行い、ルール、歴史、競技特性を理解しな
がら、仲間とのコミュニケーションを深めていきます。

短期到達目標としては、各種トーナメントに出場してより高い成
績を挙げられること、長期到達目標としては、生涯にわたってテニ
スを実践できる素養を学ぶことです。

授業内容
場所：和泉キャンパス テニスコート
第1講 イントロダクション（テニスの技術と戦術・歴史）
第2講 グラウンドストロークの基本（ミスを減らす）
第3講 グラウンドストロークの左右への打ち分け
第4講 回転をかけるサービス（スライス・トップスピン）
第5講 サービスリターン
第6講 ボレーの基本（ミスを減らす）
第7講 ダブルス雁行陣の戦術（ポーチ・フェイント）
第8講 ダブルス雁行陣の戦術（ロブ・スマッシュ）
第9講 ダブルス前平行陣の戦術（ポジショニング）
第10講 ダブルス前平行陣の戦術（縦ポーチ）
第11講 グラウンドストロークの応用（スライス・ドロップショッ

ト）
第12講 シングルスの戦術とシングルス大会
第13講 ダブルスの戦術とダブルス大会
第14講 団体戦
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
1．単位取得にあたっては半期授業実施回数の3分の2以上の出席
が必要となります。
2．本授業は技術的にも体力的にも高度なメニューを行います。現
在テニスサークルなどで定期的にテニス活動を行っており、テニス
技術向上のために日々努力している学生を対象とします。初心者は
単位の取得が困難になるため履修の際は注意してください。

準備学習の内容
授業で学習したことをノート等に記録し、復習すること。

教科書
特に指定しません。

参考書
以下のチャンネルを登録して予習復習に活用してください。
https:// www.youtube.com/ channel/
UCuPCQQaN0cVDwsJVwgViYuw

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
1．平常点（70％）、授業への取り組み姿勢（10％）、技能点（基礎
点10％、上達点10％）から総合的に評価します。

その他
1．雨天の場合は室内施設で活動を行いますので、赤い靴紐の体育
館履きを持参してください。
2．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。
3．適切な服装、靴については担当教員の指示に従ってください。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－1
1単位

2年次

兼任講師 堀 川 浩 之

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くこと

のできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコミュニケー
ションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習得すること
です。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっているなかで、健
康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生涯を通じて運
動が実践できる資質の育成をねらいとします。
到達目標
1.バドミントンの競技特性について概略できる
2．バドミントン競技規則について説明できる
3．ルールやマナーを遵守したスポーツ活動を実践できる
4．基本技能を身に付けスポーツ活動に積極的に参加することができる
5．練習や試合を通じて仲間と協調性や公平性を保つことができる

授業内容
使用施設：サブホール
第1講 a：本授業の進め方、参加方法、評価方法等について説明を受ける

b：羽根（シャトル）を使った動きの練習を行う。グリップの説明
を受け、前腕の回内動作習得のための直上ショットの練習を行う。
第2講 前腕の回内動作習得のための直上ショット、フォアハンド・バッ

クハンドショットの練習を行う。
第3講 スマッシュについて練習し、簡易ゲームを行う。
第4講 クリアについて練習し、簡易ゲームを行う。
第5講 ドロップについて練習し、簡易ゲームを行う。小テスト（競技規

則13条～16条）を受ける。
第6講 ドライブについて練習し、簡易ゲームを行う。
第7講 ヘヤピンについて練習し、簡易ゲームを行う。
第8講 サーブ、ゲーム進行に関する説明を受け、簡易ゲームを行う。
第9講 4人ゲームに参加するとともに、仲間と協力して審判を担当する。
第10講 3人ゲームに参加するとともに、仲間と協力して審判を担当する。

小テスト（競技規則6条～12条）を受ける。
第11講 ダブルスゲームに参加するとともに、仲間と協力して審判を担当

する。
第12講 ダブルスゲームに参加するとともに、仲間と協力して審判を担当

する。
第13講 ダブルスゲームに参加するとともに、仲間と協力して審判を担当

する。
第14講 ダブルスゲームに参加するとともに、仲間と協力して審判を担当

する。小テスト（競技規則1条～5条）を受ける。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が必要と
なります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の授業
時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
＜予習＞小テストは、フォルトやレット、ダブルスのゲームの進め方など
基本的な事項について競技規則から出題されます。授業内でも説明してい
きますが、競技規則に目を通しておいてください。
＜復習＞バドミントンの試合がテレビなどで放映された場合は、積極的に
視聴し授業内で実施した技能が試合でどのように活かされているかを確認
してください。

教科書
なし

参考書
バドミントン競技規則（日本バドミントン協会）

(https://www.badminton.or.jp/rule/docs/rule_20200617.pdf)

課題に対するフィードバックの方法
課題に対するフィードバックは翌週に全体に対しておこないます。

成績評価の方法
平常点 50％（授業への取り組みの積極性、他の学生との協調性等）
実技点 20％
小テスト 30％（バドミントン競技規則に関するもの、授業内に15分程度
で3回実施）

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指
示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－1
1単位

2年次

兼任講師 板橋クリストファーマリオ

授業の概要・到達目標
実施種目：硬式テニス（初級）

本授業では、テニス未経験者、初級者を対象に基本的なシングル
ス、ダブルスゲームがプレイできるようになることを目指します。
また、長期到達目標として、生涯にわたってテニスを実践できる素
養を学ぶことです。そのための基礎体力トレーニング、技術練習を
行い、ルール、歴史、競技特性を理解しながら、仲間とのコミュニ
ケーションを深めていきます。

授業内容
場所：和泉キャンパス テニスコート
第1講 イントロダクション（テニスとは）
第2講 硬式テニスボールに慣れる、グラウンドストロークの基本

（ラリーが5往復できるようになる）
第3講 グラウンドストロークの復習、シングルスポイントゲーム
第4講 サービス、シングルスゲーム
第5講 シングルス大会
第6講 ボレーの基本とダブルス雁行陣（デュースサイド）
第7講 ボレーの基本とダブルス雁行陣（アドバンテージサイド）
第8講 サービスの復習、ダブルスゲーム（デュースサイド）
第9講 サービスの復習、ダブルスゲーム（アドバンテージサイ

ド）
第10講 ダブルス大会
第11講 グラウンドストロークの応用（トップスピン）
第12講 グラウンドストロークの応用（スライス）
第13講 スマッシュ
第14講 団体戦
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
1．単位取得にあたっては半期授業実施回数の3分の2以上の出席
が必要となります。

準備学習の内容
1．次回の授業で取り扱う内容について、本や動画で予習しておく
こと。
2．授業で学習したことをノート等に記録し、復習すること。

教科書
特に指定しません。

参考書
以下のチャンネルを登録して予習復習に活用してください。
https:// www.youtube.com/ channel/
UCuPCQQaN0cVDwsJVwgViYuw

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
1．平常点（70％）、授業への取り組み姿勢（10％）、技能点（基礎
点10％、上達点10％）から総合的に評価します。

その他
1．雨天の場合は室内施設で活動を行いますので、赤い靴紐の体育
館履きを持参してください。
2．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。
3．適切な服装、靴については担当教員の指示に従ってください。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－1
1単位

2年次

教授 高 峰 修

授業の概要・到達目標
実施種目：クライミング

クライミングとはとっ手（ホールド）のついた人口壁を縦に横に
移動し、自分の課題ルートのクリアを目指す身体活動です。腕力が
必要なように思うかもしれませんが、むしろバランス力が求めら
れ、男女を問わず様々な体格や体力レベル、運動経験をもつ学生が
各自で決めた課題ルートに取り組むことができます。

この授業の前半では高さ4mほどの人口壁を補助具を付けずに登
るボルダリングを、後半はハーネスとトップロープを使ったロープ
クライミングを実践します。

クライミングは基本的には個人の活動ですが、ロープクライミン
グでは登っている人のロープを確保する活動が加わります。そうし
たことから毎回の授業ではグループを作り、グループメンバーのコ
ミュニケーションを通じて各自の知識をより確かなものにし、スキ
ルの向上を目指します。競争原理に基づくスポーツとは違った協同
原理の身体活動を体験してください。

授業内容
使用施設：クライミングウォール
第1回：ガイダンス～クライミングのルールと安全管理、設備と用

具について
第2回：ホールドの持ち方、足の使い方、オブザベーション

【ボルダリング】
第3回：三点支持と正対ムーブ
第4回：二点支持とダイアゴナル
第5回：多様なムーブ
第6回：フラッギング
第7回：各自の課題練習、ロープクライミングの基本技術

【ロープクライミング】
第8～9回：ロープクライミング1回目、バディによるビレイ練習
第10～11回：ロープクライミング2回目
第12～13回：ロープクライミング3回目
第14回：まとめ

履修の注意点
1．定員を超えた場合は抽選を行います。詳細については4月のガ
イダンスにて説明します。
2．単位修得のためには、半期授業実施回数の3分の2以上の出席
が必要となります。
3．実技と講義の内容に関するレポート課題を出します。
4．服装やメガネの着用については教員の指示に従うこと。

準備学習の内容
常にクライミングの情報を集めるよう心がけましょう。

教科書
使用しません。

参考書
使用しません。

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて授業中に行います。

成績評価の方法
単位修得のためには、授業実施回数の3分の2以上の出席が必要

になります。また実技と講義の内容にかかわるレポート課題を出し
ます。成績は以下の点から評価します：
1）各自の課題への取り組み（50％）
2）グループワークへの参加度（20％）
3）クライミングスキル（20％）
4）レポート評価（10％）

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おくこと。

クライミング用のシューズはレンタル用を用意してあります。
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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－1
1単位

2年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
実施種目：アクアスポーツ
自身の健康管理や体力向上のために、継続して運動することは強く
推奨されています。この観点から水泳は個人の体力や技術レベルを
問わず取り組むことができる種目であることから、「生涯スポーツ」
としてベストな運動です。本授業では個人の泳力や目的に合わせて
授業を展開し、生涯にわたり水泳に親しみ、取り組むことを目標と
します。したがって、泳ぎの得意・不得意は関係ありません。
本授業では近代4泳法を中心に学ぶことで「楽に、綺麗に、速く泳
ぐ」ことを目指します。また、スタートやターンなどの泳ぎ以外の
テクニックについても学び、自身の記録更新に繋げます。また、ス
キンダイビングや水球に触れることで水中でのアクティビティの楽
しさについても学習します。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館1階プール
第1回 イントロダクション（受講上の留意点など）
第2回 水慣れ、泳力測定
第3回 クロール1（キック・プル）
第4回 クロール2（コンビネーション）
第5回 背泳ぎ1（キック・プル）
第6回 背泳ぎ2（コンビネーション）
第7回 平泳ぎ1（キック・プル）
第8回 平泳ぎ2（コンビネーション）
第9回 バタフライ1（キック・プル）
第10回 バタフライ2（コンビネーション）
第11回 個人メドレー
第12回 スキンダイビング
第13回 水球（パス・ドリブル・シュート）
第14回 水球（ゲーム）、授業のまとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．授業に必要な水着、キャップ、ゴーグル、タオル等は忘れずに
準備してください。

準備学習の内容
1. 食事や睡眠など体調管理に努めてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組み（40点）・意欲や態度（30点）・レポート（30点）
から総合的に判断します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－1
1単位

2年次

兼任講師 緒 方 貴 浩

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：テニスコート
第1回：オリエンテーション（授業の概要と目的、履修上の注意、

成績評価方法などの説明）
第2回：ラケッティング、テニス競技の特性を知る
第3回：グラウンドストローク（フォア・バック）
第4回：ショートラリーからロングラリーへ
第5回：フットワークを意識したグラウンドストローク
第6回：サービスの基礎
第7回：サービス・レシーブ
第8回：ボレー・スマッシュ
第9回：ダブルスマッチの進め方
第10回：ダブルスゲーム（平行陣・雁行陣）
第11回：シングルスゲーム
第12回：リーグ戦①
第13回：リーグ戦②
第14回：まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．テニス競技を観るスポーツとして楽しむことができるように
ルールを積極的に覚える努力をしてください。

準備学習の内容
1．ルールやマナーなどについてインターネットや書籍等を積極的
に活用し、授業の課題に取り組むこと。
2．運動習慣確立のために日常生活における身体活動量の増加に務
めること。

教科書
教科書は使用しない。

参考書
テニス指導教本Ⅰ
別途、必要に応じて資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績は、以下の観点から総合的に評価する。
1．実践点（50％）：授業への積極的な参加、課題達成度（コミュ
ニケーション能力、動的学習姿勢）
2．理解点（20％）：ルールおよびマナーの理解（幅広い教養とし
ての知識・理解）
3．技能達成度（30点）：基礎的技能の習得など（専門分野の基本
的な知識・理解及び技術）

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

─ 164 ─



科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－1
1単位

2年次

兼任講師 竹 井 尚 也

授業の概要・到達目標
実施種目：バドミントン

習慣的に運動を行うことは心身の健康を保つうえで重要です。バ
ドミントンは、半球状のコルクに羽がついたシャトルを打ち合う球
技です。シャトルの特性上、手元に届くまでにシャトルが減速しや
すいためラリーが続きやすく初心者にも取り組みやすい種目です。
本授業では、バドミントンの基礎やルールを学び、生涯スポーツの
一つとして取り組めるようになることを目指します。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館ウェストサブホール
第1回：授業の説明とオリエンテーション
第2回：バドミントンのルールと基礎、ラケット操作
第3回：シングルス、ダブルスの基礎と戦略
第4回：サービスとラリー
第5回：クリアとドロップ1
第6回：クリアとドロップ2
第7回：スマッシュ1
第8回：スマッシュ2
第9回：ドライブ1
第10回：ドライブ2
第11回：ミニゲーム
第12回：リーグ戦1
第13回：リーグ戦2
第14回：まとめ

履修の注意点
1．単位修得にあたっては半期授業実施回数の3分の2以上の出席
が必要となります。
2．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください

準備学習の内容
バドミントンの成り立ちやルールについて調べる。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（a）平常点：50% （b）理解力・コミュニケーション能力:20%
（c）技能・体力:20% (d)レポート・提出物10%

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－1
1単位

2年次

兼任講師 成 瀬 和 弥

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：柔道場（スポーツルームC）
第1回：オリエンテーション
第2回：救急救命法
第3回：測定
第4回：コーディネーショントレーニング
第5回：ジャグリング
第6回：シッティングバレー
第7回：フライングディスク
第8回：アルティメット
第9回：ウォーキングフラッグフットボール ボールを投げる
第10回：ウォーキングフラッグフットボール ボールを取る
第11回：ウォーキングフラッグフットボール 戦術の理解
第12回：ウォーキングフラッグフットボール ゲーム
第13回：ウォーキングフラッグフットボール ゲーム
第14回：ウォーキングブラインドサッカー

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
ニュースポーツについて調べる
障害者スポーツについて調べる

教科書
特に指定しない。

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
技能40％、知識・理解60％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－1
1単位

2年次

兼任講師 梅 澤 秋 久

授業の概要・到達目標
実施種目：バレーボール

本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠
くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。

運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっているなかで、
健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生涯を
通じて運動が実践できる資質・能力（身体的リテラシー）の育成を
ねらいとします。特にバレーボールを行うため、身体的距離を確保
しつつ、相手コートにボールを落とせるか／自コートに落とさせな
いかの機能的特性を味わう中で、豊かなスポーツライフに資するス
キルを協働探究していきます。各回にテーマを掲げますが、原則
ゲーム中心に授業を進めていきます。

授業内容
使用施設：メインホール
第1回 オリエンテーション （受講上の留意点についてのイント

ロダクション）
第2回 からだを使ったアイスブレイク （仲間づくりをしよう）
第3回 ネット型ボール運動の面白さを味わおう （自コートに

ボールを落とさない面白さ）
第4回 面でボールを扱う面白さを味わおう （アンダーハンドパ

スのコツを知ろう）
第5回 面でボールを扱う面白さを味わおう （オーバーハンドパ

スのコツを知ろう）
第6回 繋いで攻撃しよう （スパイクやフェイントで相手コート

に落とそう）
第7回 サーブで崩そう （多様なサーブに挑戦しよう）
第8回 ブロックをしよう（攻撃を止めよう）
第9回 トスを左右に振って攻撃しよう （レフト、ライト、セン

ターからスパイクで攻撃しよう）
第10回 3段攻撃でブロックをかわそう
第11回 性差や能力差を包摂するバレーボールのアダプテーショ

ン・ルールをつくろう
第12回 アダプテーション・ルールをつくり競争を楽しもう（自分

たちで勝敗のギリギリを楽しめるハンディをつくろう）
第13回 まとめのゲーム大会をしよう
第14回 まとめのゲーム大会をしよう 本授業のまとめ

履修の注意点
1．単位修得にあたっては半期授業実施回数の3分の2以上の出席
が必要となります。

準備学習の内容
基礎的な体力づくりを日常から実践しておくこと。

教科書
特になし

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度50%、身体リテラシー50%(特にバレーボールに関
連する資質・能力)

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－1
1単位

2年次

教授 後 藤 光 将

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：ゴルフレンジ
第1回 オリエンテーション
第2回 アドレスとグリップ、パッティングの基礎
第3回 アイアンショットでのアドレスとグリップ、ショット基礎
第4回 アプローチショットでのバックスイングからインパクト、

パターゲーム
第5回 アプローチショットでのインパクトからフォロースルー、

パターゲーム
第6回 アプローチショットでのフォロースルーからフィニッ

シュ、パターゲーム
第7回 ゴルフの歴史・ルール・マナー
第8回 方向を定めてのアイアンショット練習、パターゲーム
第9回 方向を定めてのアイアンショット練習、パターゲーム
第10回 方向を定めてのアイアンショット練習、パターゲーム
第11回 様々なクラブ（ウッド等）でのショット練習
第12回 様々なクラブ（ウッド等）でのショット練習
第13回 模擬ラウンド練習
第14回 まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
ゴルフに関するルール、マナーなどの情報収集を心懸けてくださ
い。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組み姿勢（70％）、期末レポート（30％）から総合的
に評価します。
3回以上欠席した場合は成績評価対象外とします。

その他
1．雨天の場合は屋外施設での活動となりますので、赤い靴紐の体
育館履きを持参してください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－2
1単位

2年次

兼任講師 佐 古 隆 之

授業の概要・到達目標
使用施設：卓球場
＜授業概要＞
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について、科学的に理解し、周りの人々と
のコミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験
を通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会
問題となっている中で、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。
実施種目：卓球
各人のレベルに応じ、卓球の基本的な打法の練習とゲームを中心に
展開する。
＜到達目標＞
初心者はゲームを楽しめるようになることを目標とする。また中・
上級者は戦術の理解を深め、よりレベルの高いゲーム展開が行える
ようになることを目標とする。

授業内容
第1回：卓球のルール、特徴についての説明、基本的練習ー導入

（ラケットの持ち方、基本的ルールの説明）
第2回：基本的練習ー導入（フォアハンド）の練習
第3回：基本的練習ー導入（バックハンド）の練習
第4回：基本的練習ー導入（ツッツキ）の練習、なおフォアハン

ド、バックハンド、ツッツキは以後の授業前半に繰り返
し練習する

第5回：基本的練習ー発展（サービス）の練習
第6回：基本的練習ー発展（レシーブ）の練習
第7回：基本的練習ー発展（スマッシュ）の練習
第8回：応用的練習（シングルス）の試合（1）
第9回：応用的練習（シングルス）の試合（2）
第10回：応用的練習（ダブルス）の試合（1）
第11回：応用的練習（ダブルス）の試合（2）
第12回：応用的練習（団体戦）の試合（1）
第13回：応用的練習（団体戦）の試合（2）
第14回：まとめ

履修の注意点
1．単位修得にあたっては、半期授業実施回数の3分の2以上の出
席が必要となります。
2．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けて下さい。

準備学習の内容
授業内で実施したストレッチングや筋力トレーニングなどを自宅で
も積極的に実施することを推奨する。

教科書
使用しない。

参考書
使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（1）平常点60％…授業への取り組み情況、積極性
（2）実技内容の習得度20％
（3）授業への貢献度20％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－2
1単位

2年次

兼任講師 佐 古 隆 之

授業の概要・到達目標
使用施設：卓球場
＜授業概要＞
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について、科学的に理解し、周りの人々と
のコミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験
を通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会
問題となっている中で、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。
実施種目：卓球
各人のレベルに応じ、卓球の基本的な打法の練習とゲームを中心に
展開する。
＜到達目標＞
初心者はゲームを楽しめるようになることを目標とする。また中・
上級者は戦術の理解を深め、よりレベルの高いゲーム展開が行える
ようになることを目標とする。

授業内容
第1回：卓球のルール、特徴についての説明、基本的練習ー導入

（ラケットの持ち方、基本的ルールの説明）
第2回：基本的練習ー導入（フォアハンド）の練習
第3回：基本的練習ー導入（バックハンド）の練習
第4回：基本的練習ー導入（ツッツキ）の練習、なおフォアハン

ド、バックハンド、ツッツキは以後の授業前半に繰り返
し練習する

第5回：基本的練習ー発展（サービス）の練習
第6回：基本的練習ー発展（レシーブ）の練習
第7回：基本的練習ー発展（スマッシュ）の練習
第8回：応用的練習（シングルス）の試合（1）
第9回：応用的練習（シングルス）の試合（2）
第10回：応用的練習（ダブルス）の試合（1）
第11回：応用的練習（ダブルス）の試合（2）
第12回：応用的練習（団体戦）の試合（1）
第13回：応用的練習（団体戦）の試合（2）
第14回：まとめ

履修の注意点
1．単位修得にあたっては、半期授業実施回数の3分の2以上の出
席が必要となります。
2．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けて下さい。

準備学習の内容
授業内で実施したストレッチングや筋力トレーニングなどを自宅で
も積極的に実施することを推奨する。

教科書
使用しない。

参考書
使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（1）平常点60％…授業への取り組み情況、積極性
（2）実技内容の習得度20％
（3）授業への貢献度20％

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－2
1単位

2年次

兼任講師 一 川 大 輔

授業の概要・到達目標
実施種目：ゴルフ
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が起因となる疾病等が深刻な社会
問題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運
動の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をね
らいとします。

授業内容
使用施設：ゴルフゲージ, 雨天時等：スポーツルーム11（SR11）
第1回 オリエンテーション、利用施設の説明、アドレスとグリッ

プ、パッティング基礎
第2回 パッティングでのアドレス、グリップ、距離感の理解
第3回 アイアンショットでのアドレスとグリップ、ショット基礎
第4回 アプローチショットでのバックスイングからインパクト、

パター（バックスイングなし型）
第5回 アプローチショットでのインパクトからフォロースルー、

パター（インパクト型）
第6回 アプローチショットでのフォロースルーからフィニッ

シュ、パター（フォロースルー型）
第7回 ショットクロック練習（7時から5時）、パターゲーム
第8回 ショットクロック練習 (9時から3時）、パターゲーム
第9回 ショットクロック練習 (11時から1時）、パターゲーム
第10回 打ち出し角度を変えるためのショット練習、ショットデー

タ分析
第11回 各種クラブ（ウッド等）でのショット練習
第12回 各種クラブ（アイアン、ウッド等）でのショット練習
第13回 実際のラウンドを想定した模擬ラウンド練習
第14回 まとめ：授業内容の総括

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
授業前に特別の運動トレーニングを実施する必要はないが、日頃か
ら健康状態を整えるように努める。授業後も学内運動施設を利用し
運動習慣を獲得する意識を持ち、運動記録をつけるなどの方策が望
まれる。

教科書
特になし

参考書
PGA 基本ゴルフ教本（日本プロゴルフ協会）
2019年ゴルフ規則書（日本ゴルフ協会）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
*授業開講時数2/3以上の出席を成績の対象とします。
平常点（授業内容への理解と受講態度・協調性）60%、技術（初期
の技術レベルからの向上度等）30%、レポート10%

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－2
1単位

2年次

兼任講師 板橋クリストファーマリオ

授業の概要・到達目標
実施種目：硬式テニス（上級）

本授業では、テニス経験者を対象に戦略的なダブルスゲームがプ
レイできるようになることを目指します。そのための基礎体力ト
レーニング、技術練習を行い、ルール、歴史、競技特性を理解しな
がら、仲間とのコミュニケーションを深めていきます。

短期到達目標としては、各種トーナメントに出場してより高い成
績を挙げられること、長期到達目標としては、生涯にわたってテニ
スを実践できる素養を学ぶことです。

授業内容
場所：和泉キャンパス テニスコート
第1講 イントロダクション（テニスの技術と戦術・歴史）
第2講 グラウンドストロークの基本（ミスを減らす）
第3講 グラウンドストロークの左右への打ち分け
第4講 回転をかけるサービス（スライス・トップスピン）
第5講 サービスリターン
第6講 ボレーの基本（ミスを減らす）
第7講 ダブルス雁行陣の戦術（ポーチ・フェイント）
第8講 ダブルス雁行陣の戦術（ロブ・スマッシュ）
第9講 ダブルス前平行陣の戦術（ポジショニング）
第10講 ダブルス前平行陣の戦術（縦ポーチ）
第11講 グラウンドストロークの応用（スライス・ドロップショッ

ト）
第12講 シングルスの戦術とシングルス大会
第13講 ダブルスの戦術とダブルス大会
第14講 団体戦
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
1．単位取得にあたっては半期授業実施回数の3分の2以上の出席
が必要となります。
2．本授業は技術的にも体力的にも高度なメニューを行います。現
在テニスサークルなどで定期的にテニス活動を行っており、テニス
技術向上のために日々努力している学生を対象とします。初心者は
単位取得が困難になるので履修の際は注意してください。

準備学習の内容
1．授業で学習したことをノート等に記録し、復習すること。

教科書
特に指定しません。

参考書
以下のチャンネルを登録して予習復習に活用してください。
https:// www.youtube.com/ channel/
UCuPCQQaN0cVDwsJVwgViYuw

課題に対するフィードバックの方法
課題に対するフィードバックは翌週に全体に対しておこないます。

成績評価の方法
1．平常点（70％）、授業への取り組み姿勢（10％）、技能点（基礎
点10％、上達点10％）から総合的に評価します。

その他
1．雨天の場合は室内施設で活動を行いますので、赤い靴紐の体育
館履きを持参してください。
2．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。
3．適切な服装、靴については担当教員の指示に従ってください。
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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－2
1単位

2年次

兼任講師 堀 川 浩 之

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くことので
きない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコミュニケーション
をとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習得することです。運
動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっているなかで、健康で活力あ
る生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践でき
る資質の育成をねらいとします。
到達目標
1.ゴルフの競技特性について概略できる
2．ゴルフのマナー、ルールについて概略できる
3．マナー、ルールを遵守したスポーツ活動を実践できる
4．基本技能を身に付けスポーツ活動に積極的に参加することができる
5．簡易ゲームや練習で仲間との協調性や公平性を保つことができる

授業内容
使用施設：ゴルフ練習場
第1講 a：本授業の進め方、参加方法、評価方法、ゴルフのマナー等につい

て説明を受ける。
b：ゴルフクラブの握り方、構え方について説明を受け個人で練習を
行う。パター練習を行う。

第2講 7（6）アイアンを使ったスイング作りの練習（ジャイロスイング）
を行う。パター練習を行う。

第3講 パターゲームを行う。
第4講 アプローチ練習（構え方、距離感の作り方）を行う。
第5講 アプローチ練習（的あて）を行う。
第6講 アプローチ練習（サークル入れ）を行う。
第7講 7（6）アイアンを使ったスイング作りの練習（クロスハンドグ

リップ）を行う。
第8講 7（6）アイアンを使ったスイング作りの練習（ハンカチ等を使っ

てハーフスイング）を行う。
第9講 7（6）アイアンを使ったスイング作りの練習（スプリットグリッ

プ）を行う。
第10講 7（6）アイアンを使ったスイング作りの練習（ハーフスイングか

らフルスイング）を行う。
第11講 7（6）アイアンを使ったスイング作りの練習（片手打ち）を行う。
第12講 7（6）アイアンを使ったスイング作りの練習（フルスイング）を

行う。
第13講 ウッドを使ったスイング作りの練習（ジャイロスイング）を行う。
第14講 総合練習（アイアン～ウッド）、ヘッドスピードの測定、レポート提

出を行う。

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が必要とな
ります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の授業時
に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
＜予習＞場合によっては凶器となるクラブを使用するスポーツです。安全

の確認などゴルフ規則に書かれていますので、ゴルフ規則に目を通しておい
てください。レポートはゴルフ規則から出題されます。
＜復習＞ゴルフの試合がテレビなどで放映された場合は、積極的に視聴し授
業内で実施した技能が試合でどのように活かされているかを確認してくださ
い。

教科書
なし

参考書
2019年度ゴルフ規則（日本ゴルフ協会）（http://www.jga.or. jp/?page_
id=1206）

課題に対するフィードバックの方法
課題に対するフィードバックは翌週に全体に対しておこないます。

成績評価の方法
平常点 50％（授業への取り組みの積極性、他の学生との協調性等）
実技点 20％
レポート 30％（学期後半に指示）

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指示
に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－2
1単位

2年次

兼任講師 板橋クリストファーマリオ

授業の概要・到達目標
実施種目：硬式テニス（初級）

本授業では、テニス未経験者、初級者を対象に基本的なシングル
ス、ダブルスゲームがプレイできるようになることを目指します。
また、長期到達目標として、生涯にわたってテニスを実践できる素
養を学ぶことです。そのための基礎体力トレーニング、技術練習を
行い、ルール、歴史、競技特性を理解しながら、仲間とのコミュニ
ケーションを深めていきます。

授業内容
場所：和泉キャンパス テニスコート
第1講 イントロダクション（テニスとは）
第2講 硬式テニスボールに慣れる、グラウンドストロークの基本

（ラリーが5往復できるようになる）
第3講 グラウンドストロークの復習、シングルスポイントゲーム
第4講 サービス、シングルスゲーム
第5講 シングルス大会
第6講 ボレーの基本とダブルス雁行陣（デュースサイド）
第7講 ボレーの基本とダブルス雁行陣（アドバンテージサイド）
第8講 サービスの復習、ダブルスゲーム（デュースサイド）
第9講 サービスの復習、ダブルスゲーム（アドバンテージサイ

ド）
第10講 ダブルス大会
第11講 グラウンドストロークの応用（トップスピン）
第12講 グラウンドストロークの応用（スライス）
第13講 スマッシュ
第14講 団体戦
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
1．単位取得にあたっては半期授業実施回数の3分の2以上の出席
が必要となります。

準備学習の内容
1．次回の授業で取り扱う内容について、本や動画で予習しておく
こと。
2．授業で学習したことをノート等に記録し、復習すること。

教科書
特に指定しません。

参考書
以下のチャンネルを登録して予習復習に活用してください。
https:// www.youtube.com/ channel/
UCuPCQQaN0cVDwsJVwgViYuw

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
1．平常点（70％）、授業への取り組み姿勢（10％）、技能点（基礎
点10％、上達点10％）から総合的に評価します。

その他
1．雨天の場合は室内施設で活動を行いますので、赤い靴紐の体育
館履きを持参してください。
2．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。
3．適切な服装、靴については担当教員の指示に従ってください。
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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－2
1単位

2年次

教授 高 峰 修

授業の概要・到達目標
実施種目：クライミング

クライミングとはとっ手（ホールド）のついた人口壁を縦に横に
移動し、自分の課題ルートのクリアを目指す身体活動です。腕力が
必要なように思うかもしれませんが、むしろバランス力が求めら
れ、男女を問わず様々な体格や体力レベル、運動経験をもつ学生が
各自で決めた課題ルートに取り組むことができます。

この授業の前半では高さ4mほどの人口壁を補助具を付けずに登
るボルダリングを、後半はハーネスとトップロープを使ったロープ
クライミングを実践します。

クライミングは基本的には個人の活動ですが、ロープクライミン
グでは登っている人のロープを確保する活動が加わります。そうし
たことから毎回の授業ではグループを作り、グループメンバーのコ
ミュニケーションを通じて各自の知識をより確かなものにし、スキ
ルの向上を目指します。競争原理に基づくスポーツとは違った協同
原理の身体活動を体験してください。

授業内容
使用施設：クライミングウォール
第1回：ガイダンス～クライミングのルールと安全管理、設備と用

具について
第2回：ホールドの持ち方、足の使い方、オブザベーション

【ボルダリング】
第3回：三点支持と正対ムーブ
第4回：二点支持とダイアゴナル
第5回：多様なムーブ
第6回：フラッギング
第7回：各自の課題練習、ロープクライミングの基本技術

【ロープクライミング】
第8～9回：ロープクライミング1回目、バディによるビレイ練習
第10～11回：ロープクライミング2回目
第12～13回：ロープクライミング3回目
第14回：まとめ

履修の注意点
1．定員を超えた場合は抽選を行います。詳細については4月のガ
イダンスにて説明します。
2．単位修得のためには、半期授業実施回数の3分の2以上の出席
が必要となります。
3．実技と講義の内容に関するレポート課題を出します。
4．服装やメガネの着用については教員の指示に従うこと。

準備学習の内容
常にクライミングの情報を集めるよう心がけましょう。

教科書
使用しません。

参考書
使用しません。

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて授業中に行います。

成績評価の方法
単位修得のためには、授業実施回数の3分の2以上の出席が必要

になります。また実技と講義の内容にかかわるレポート課題を出し
ます。成績は以下の点から評価します：
1）各自の課題への取り組み（50％）
2）グループワークへの参加度（20％）
3）クライミングスキル（20％）
4）レポート評価（10％）

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おくこと。

クライミングに必要なシューズはレンタル用を用意してあります。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－2
1単位

2年次

講師 武 田 紘 平

授業の概要・到達目標
実施種目：フィットネス
フィットネスルーム内の様々なトレーニング機器を用いてトレーニ
ングを行います。各個人が目標を設定し、目標達成のためのトレー
ニングプログラムを立案し、実践します。最後にトレーニング効果
について評価し、レポートにまとめます。運動トレーニングの実践
および安全で効果的なトレーニングプログラム作成のための知識と
技術の習得を目指します。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館ウェスト2階 フィットネスルーム
第1回：ガイダンス
第2回：体力測定（1）、トレーニング機器の取り扱い説明、機器

の使用に慣れる
第3回：目標設定、プログラム作成、フリーウエイトトレーニング

のフォーム解説
第4回：トレーニング強度の設定（10RM の測定など）
第5回：トレーニングの実践（1）
第6回：トレーニングの実践（2）
第7回：トレーニングの実践（3）
第8回：トレーニングの実践（4）
第9回：トレーニングの実践（5）
第10回：トレーニングの実践（6）
第11回：トレーニングの実践（7）
第12回：トレーニングの実践（8）
第13回：体力測定（2）、トレーニング効果の評価
第14回：レポート提出、まとめ

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以上の出席が
必要となります。
3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4．授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。

準備学習の内容
1. 食事や睡眠など体調管理に気をつけてください。

教科書
特にありません。

参考書
特にありません。必要に応じて資料を配布します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（40%）、授業への取り組み（30%）、レポート（30%）の3
項目を点数化し、その合計点で評価します。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－2
1単位

2年次

兼任講師 緒 方 貴 浩

授業の概要・到達目標
実施種目：ゴルフ
本授業では種目の特性、必要とされる技術や戦略、運動中の心理的
変化、自分に合ったコンディショニング、スポーツの文化的背景の
理解などを通じて、生涯にわたってスポーツを楽しむための態度と
技能の習得を目指す。さらにゴルフの体験を通じて、基本的なルー
ルやマナー、エチケットとその意味を理解する。そして、ゴルフス
イングを論理的に学習することを目指す。

授業内容
使用施設：ゴルフレンジ
第1回：オリエンテーション（授業の概要と目的、履修上の注意、

成績評価方法などの説明）
第2回：グリップ、アドレス、スイング理論（スイングクロック）
第3回：ミドルアイアンを使ってのスイングフォームの形成（スイ

ングクロック①～③）
第4回：ミドルアイアンを使ってのスイングフォームの形成（スイ

ングクロック③～⑤）
第5回：スイング作り（ビデオを使ってスイング修正①）
第6回：ショートアイアンを使ってのスイングフォームの形成
第7回：ロングアイアンを使ってのスイングフォームの形成
第8回：ドライバーのスイング理論（ビデオを使ってスイング修正

②）
第9回：ドライバーショット時のティーの高さの考え方
第10回：ショートゲーム（アプローチ：ピッチショット）
第11回：ショートゲーム（アプローチ：ピッチエンドラン、チップ

ショット）
第12回：パッティング技術の習得
第13回：ミニゲーム①
第14回：ミニゲーム②

履修の注意点
1．単位修得にあたっては半期授業実施回数の3分の2以上の出席
が必要となります。
2．ゴルフ競技を観るスポーツとして楽しむことができるように
ルールを積極的に覚える努力をしてください。

準備学習の内容
下記サイト（日本ゴルフ協会）を参考にルールについて学習するこ
と。
・ゴルフ規則について（http://www.jga.or.jp/jga/html/rules/
rules.html）
・ゴ ル フ 規 則 動 画（http:// www.jga.or. jp/ jga/ html/ rules/
movie.html）

教科書
ゴルフには様々なスイング理論があるため、1つと限定した教科書
は使用しない。

参考書
・PGAジュニア基本ゴルフ教本
別途、必要に応じて資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
成績は、以下の観点から総合的に評価する。
1．実践点（50％）：授業への積極的な参加、課題達成度（コミュニ
ケーション能力、動的学習姿勢）
2．理解点（20％）：ルールおよびゴルフのラウンドマナー・エチ
ケットの理解（幅広い教養としての知識・理解）
3．技能達成度（30点）：基礎的技能の習得など（専門分野の基本的
な知識・理解及び技術）

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－2
1単位

2年次

兼任講師 竹 井 尚 也

授業の概要・到達目標
実施種目：フィットネス

フィットネスルームで様々なトレーニング機器を用いて全身の筋
を鍛えます。全身の筋を鍛えることは、スポーツのパフォーマンス
を高めるためでなく、健康を保つうえでも重要です。本授業では、
各種トレーニングの基礎と応用について学び、自らトレーニングプ
ログラムを作成し実践できるようになることを目指します。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館ウェスト2階 フィットネスルーム
第1回：授業の説明とオリエンテーション
第2回：体力測定1、トレーニングマシンの解説と実技
第3回：目標設定、プログラム作成、フリーウエイトの解説と実技

1
第4回：持久的運動の解説、フリーウエイトの解説と実技2
第5回：トレーニングの実際と応用
第6回：トレーニングの実践1
第7回：トレーニングの実践2
第8回：トレーニングの実践3
第9回：トレーニングの実践4
第10回：トレーニングの実践5
第11回：トレーニングの実践6
第12回：トレーニングの実践7
第13回：体力測定2、測定結果の評価と解説
第14回：まとめ

履修の注意点
1．単位修得にあたっては半期授業実施回数の3分の2以上の出席
が必要となります。
2．医師により運動が禁止または制限されている学生は、第1回目
の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けて下さい。

準備学習の内容
健康やフィットネストレーニングに関する情報収集を心懸けて下さ
い。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（a）平常点：50% （b）理解力・コミュニケーション能力:20%
（c）技能・体力:20% (d)レポート・提出物10%

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－2
1単位

2年次

教授 後 藤 光 将

授業の概要・到達目標
実施種目：パラスポーツ

パラスポーツとは、障害者スポーツ全体のことを指します。もと
もとは、パラリンピックで採用されている競技のことを呼ぶ際の名
称として使われ始めましたが、現在では、障害者が行うスポーツ全
般を指すことが多いです。パラスポーツは、さまざまな障害を持つ
人が取り組むため、オリンピックスポーツとは異なるルール上の工
夫があります。本授業では、パラスポーツの代表的競技であるボッ
チャを中心に、ゴールボール体験、ガイドランナー体験に取り組み
ます。ボッチャなどのルールを理解して実践しながら、さまざまな
人びとが共に生きていく社会とは何かを考えていきます。

授業内容
使用施設：和泉総合体育館ウェスト1階多目的ホールB（剣道場）
第1回：ガイダンス（履修に関する注意事項の説明、パラスポーツ

の歴史・意義）
第2回：ボッチャのルール
第3回：ボッチャの距離感、方向
第4回：ボッチャの基本戦術（1）
第5回：ボッチャの基本戦術（2）
第6回：ボッチャの基本戦術（3）
第7回：ボッチャの応用戦術（1）
第8回：ボッチャの応用戦術（2）
第9回：ボッチャの応用戦術（3）
第10回：ゴールボール体験（1）
第11回：ゴールボール体験（2）
第12回：ガイドランナー体験（1）
第13回：ガイドランナー体験（2）
第14回：まとめ

履修の注意点
1．単位修得にあたっては半期授業実施回数の3分の2以上の出席
が必要となります。
2．本授業は運動量が少ないパラスポーツ（おもにボッチャ）に取
り組みます。緻密な戦略を考えながら行うスポーツなので、運動が
苦手な人でも十分活躍できます。

準備学習の内容
パラスポーツ（特にボッチャ）に関するルールや戦術について情

報収集を心掛けていください。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への取り組み姿勢（70％）、期末レポート（30％）から総合的
に評価します。
3回以上欠席した場合は成績評価対象外とします。

その他
1．屋内施設での活動となりますので、赤い靴紐の体育館履きを持
参してください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅱ－2
1単位

2年次

兼任講師 梅 澤 秋 久

授業の概要・到達目標
実施種目：バレーボール

本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠
くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。

運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっているなかで、
健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生涯を
通じて運動が実践できる資質・能力（身体的リテラシー）の育成を
ねらいとします。特にバレーボールを行うため、身体的距離を確保
しつつ、相手コートにボールを落とせるか／自コートに落とさせな
いかの機能的特性を味わう中で、豊かなスポーツライフに資するス
キルを協働探究していきます。各回にテーマを掲げますが、原則
ゲーム中心に授業を進めていきます。

授業内容
使用施設：メインホール

第1回 オリエンテーション （受講上の留意点についてのイントロ
ダクション）

第2回 からだを使ったアイスブレイク （仲間づくりをしよう）
第3回 ネット型ボール運動の面白さを味わおう （自コートにボー

ルを落とさない面白さ）
第4回 面でボールを扱う面白さを味わおう （アンダーハンドパス

のコツを知ろう）
第5回 面でボールを扱う面白さを味わおう （オーバーハンドパス

のコツを知ろう）
第6回 繋いで攻撃しよう （スパイクやフェイントで相手コートに

落とそう）
第7回 サーブで崩そう （多様なサーブに挑戦しよう）
第8回 ブロックをしよう（攻撃を止めよう）
第9回 トスを左右に振って攻撃しよう （レフト、ライト、セン

ターからスパイクで攻撃しよう）
第10回 3段攻撃でブロックをかわそう
第11回 性差や能力差を包摂するバレーボールのアダプテーショ

ン・ルールをつくろう
第12回 アダプテーション・ルールをつくり競争を楽しもう（自分

たちで勝敗のギリギリを楽しめるハンディをつくろう）
第13回 まとめのゲーム大会をしよう
第14回 まとめのゲーム大会をしよう 本授業のまとめ

履修の注意点
1．単位修得にあたっては半期授業実施回数の3分の2以上の出席
が必要となります。

準備学習の内容
基礎的な体力づくりを日常から実践しておくこと。

教科書
特になし

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度50%、身体リテラシー50%(特にバレーボールに関連
する資質・能力)

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅳ－1
1単位

3・4年次

兼任講師 中 西 康 己

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：スポーツホール
第1講 イントロダクション（授業の目的、内容、注意点の確認

等）、バレーボールの特性
第2講 パス練習（オーバーハンドパス、アンダーハンドパス）、

ミニゲーム
第3講 サーブ練習（フローターサーブ、スピンサーブ）、ゲーム
第4講 スパイク練習、ゲーム
第5講 レシーブ練習（スパイクレシーブ）、ゲーム
第6講 レシーブ練習（サーブレシーブ）、ゲーム
第7講 フォーメーション練習（サーブレシーブ体形）、ゲーム
第8講 ブロック練習、ゲーム
第9講 フォーメーション練習（デフェンス、及びオフェンス）、

ゲーム
第10講 ゲーム ①（リーグ戦）
第11講 ゲーム ②（リーグ戦）
第12講 ゲーム ③（リーグ戦）
第13講 ゲーム ④（リーグ戦）
第14講 ゲーム ⑤（まとめ）

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。

〈M SQ1〉2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以
上の出席が必要となります。

〈M SQ1〉3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、
第1回目の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
バレーボールのルールの確認、怪我の予防に関する資料を読む。

教科書
特に指定しません

参考書
特に指定しません

課題に対するフィードバックの方法
授業開始時、出欠確認後に口頭で行う。またレポートに関してはコ
メントを記入した後コピーを返却する。

成績評価の方法
授業への参加及び取り組み姿勢（40％）、基本技術の習得及びリー
グ戦の運営等の観点からの総合的な評価（40％）、期末レポート

（20％）とします。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教

員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅳ－1
1単位

3・4年次

兼任講師 中 西 康 己

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：スポーツホール
第1講 イントロダクション（授業の目的、内容、注意点の確認

等）、バレーボールの特性
第2講 パス練習（オーバーハンドパス、アンダーハンドパス）、

ミニゲーム
第3講 サーブ練習（フローターサーブ、スピンサーブ）、ゲーム
第4講 スパイク練習、ゲーム
第5講 レシーブ練習（スパイクレシーブ）、ゲーム
第6講 レシーブ練習（サーブレシーブ）、ゲーム
第7講 フォーメーション練習（サーブレシーブ体形）、ゲーム
第8講 ブロック練習、ゲーム
第9講 フォーメーション練習（デフェンス、及びオフェンス）、

ゲーム
第10講 ゲーム ①（リーグ戦）
第11講 ゲーム ②（リーグ戦）
第12講 ゲーム ③（リーグ戦）
第13講 ゲーム ④（リーグ戦）
第14講 ゲーム ⑤（まとめ）

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。

〈M SQ1〉2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以
上の出席が必要となります。

〈M SQ1〉3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、
第1回目の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
バレーボールのルールの確認、怪我の予防に関する資料を読む。

教科書
特に指定しません

参考書
特に指定しません

課題に対するフィードバックの方法
授業開始時、出欠確認後に口頭で行う。またレポートに関してはコ
メントを記入した後コピーを返却する。

成績評価の方法
授業への参加及び取り組み姿勢（40％）、基本技術の習得及びリー
グ戦の運営等の観点からの総合的な評価（40％）、期末レポート

（20％）とします。

その他
〈M SQ1〉1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用につい
ては担当教員の指示に従ってください。

〈M SQ1〉2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅳ－1
1単位

3・4年次

兼任講師 相 澤 勝 治

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠く
ことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコ
ミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通
じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題
となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の
実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらい
とします。

授業内容
使用施設：リバティタワー地下スポーツホール
第1講 イントロダクション
第2講 フットサルー実技（1）ゴールを狙う
第3講 フットサルー実技（2）周りの人が動く
第4講 フットサルー実技（3）ゲーム実践
第5講 バドミントンー実技（1）基本練習
第6講 バドミントンー実技（2）ゲームの組み立て
第7講 バドミントンー実技（3）ゲーム実践
第8講 バレーボール実技（1）ルールと基本の動き
第9講 バレーボール実技（2）レシーブ/アタック
第10講 バレーボール実技（3）ゲーム実践
第11講 バレーボール実技（4）ゲーム実践
第12講 ボールゲーム実技（1）ボールを用いたアクティビティ
第13講 ボールゲーム実技（2）ゲーム実践
第14講 ボールゲーム実技（3）ゲーム実践

履修の注意点
1.本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2.単位修得にあたっては、授業実施回数の 3 分の 2 以上の出席が
必要となります。
3.医師により運動が禁止または制限されている学生は、第 1 回目の
授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4.室内用のシューズを用意すること。

準備学習の内容
各回の授業概要の指示に従い関連するキーワードを調べ、授業終了
後は授業内容を復習し、自分のライフスタイルを省察すること。

教科書
教科書等は使用しない

参考書
参考書等は使用しない

課題に対するフィードバックの方法
代表的な意見を取り上げて講評する

成績評価の方法
授業への参加度（60％）、授業に取り組む態度（20%）、スキルの上
達度（20％）から総合的に評価する。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅳ－1
1単位

3・4年次

兼任講師 相 澤 勝 治

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：リバティタワー地下スポーツホール
第1講 イントロダクション
第2講 フットサルー実技（1）ゴールを狙う
第3講 フットサルー実技（2）周りの人が動く
第4講 フットサルー実技（3）ゲーム実践
第5講 バドミントンー実技（1）基本練習
第6講 バドミントンー実技（2）ゲームの組み立て
第7講 バドミントンー実技（3）ゲーム実践
第8講 バレーボール実技（1）ルールと基本の動き
第9講 バレーボール実技（2）レシーブ/アタック
第10講 バレーボール実技（3）ゲーム実践
第11講 バレーボール実技（4）ゲーム実践
第12講 ボールゲーム実技（1）ボールを用いたアクティビティ
第13講 ボールゲーム実技（2）ゲーム実践
第14講 ボールゲーム実技（3）ゲーム実践

履修の注意点
1.本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2.単位修得にあたっては、授業実施回数の 3 分の 2 以上の出席が
必要となります。
3.医師により運動が禁止または制限されている学生は、第 1 回目の
授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4.室内用のシューズを用意すること。

準備学習の内容
各回の授業概要の指示に従い関連するキーワードを調べ、授業終了
後は授業内容を復習し、自分のライフスタイルを省察すること。

教科書
教科書等は使用しない。

参考書
参考書等は使用しない。

課題に対するフィードバックの方法
代表的な意見を取り上げて講評する。

成績評価の方法
授業への参加度（60％）、授業に取り組む態度（20%）、スキルの上
達度（20％）から総合的に評価する。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅳ－2
1単位

3・4年次

兼任講師 中 西 康 己

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：スポーツホール
第1講 イントロダクション（授業の目的、内容、注意点の確認

等）、バレーボールの特性
第2講 パス練習（オーバーハンドパス、アンダーハンドパス）、

ミニゲーム
第3講 サーブ練習（フローターサーブ、スピンサーブ）、ゲーム
第4講 スパイク練習、ゲーム
第5講 レシーブ練習（スパイクレシーブ）、ゲーム
第6講 レシーブ練習（サーブレシーブ）、ゲーム
第7講 フォーメーション練習（サーブレシーブ体形）、ゲーム
第8講 ブロック練習、ゲーム
第9講 フォーメーション練習（デフェンス、及びオフェンス）、

ゲーム
第10講 ゲーム ①（リーグ戦）
第11講 ゲーム ②（リーグ戦）
第12講 ゲーム ③（リーグ戦）
第13講 ゲーム ④（リーグ戦）
第14講 ゲーム ⑤（まとめ）

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。

〈M SQ1〉2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以
上の出席が必要となります。

〈M SQ1〉3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、
第1回目の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
バレーボールのルールの確認、怪我の予防に関する資料を読む。

教科書
特に指定しません

参考書
特に指定しません

課題に対するフィードバックの方法
授業開始時、出欠確認後に口頭で行う。またレポートに関してはコ
メントを記入した後コピーを返却する。

成績評価の方法
授業への参加及び取り組み姿勢（40％）、基本技術の習得及びリー
グ戦の運営等の観点からの総合的な評価（40％）、期末レポート

（20％）とします。

その他
〈M SQ1〉1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用につい
ては担当教員の指示に従ってください。

〈M SQ1〉2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅳ－2
1単位

3・4年次

兼任講師 中 西 康 己

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：スポーツホール
第1講 イントロダクション（授業の目的、内容、注意点の確認

等）、バレーボールの特性
第2講 パス練習（オーバーハンドパス、アンダーハンドパス）、

ミニゲーム
第3講 サーブ練習（フローターサーブ、スピンサーブ）、ゲーム
第4講 スパイク練習、ゲーム
第5講 レシーブ練習（スパイクレシーブ）、ゲーム
第6講 レシーブ練習（サーブレシーブ）、ゲーム
第7講 フォーメーション練習（サーブレシーブ体形）、ゲーム
第8講 ブロック練習、ゲーム
第9講 フォーメーション練習（デフェンス、及びオフェンス）、

ゲーム
第10講 ゲーム ①（リーグ戦）
第11講 ゲーム ②（リーグ戦）
第12講 ゲーム ③（リーグ戦）
第13講 ゲーム ④（リーグ戦）
第14講 ゲーム ⑤（まとめ）

履修の注意点
1．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。

〈M SQ1〉2．単位修得にあたっては、授業実施回数の3分の2以
上の出席が必要となります。

〈M SQ1〉3．医師により運動が禁止または制限されている学生は、
第1回目の授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習の内容
バレーボールのルールの確認、怪我の予防に関する資料を読む。

教科書
特に指定しません

参考書
特に指定しません

課題に対するフィードバックの方法
授業開始時、出欠確認後に口頭で行う。またレポートに関してはコ
メントを記入した後コピーを返却する。

成績評価の方法
授業への参加及び取り組み姿勢（40％）、基本技術の習得及びリー
グ戦の運営等の観点からの総合的な評価（40％）、期末レポート

（20％）とします。

その他
〈M SQ1〉1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用につい
ては担当教員の指示に従ってください。

〈M SQ1〉2．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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科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅳ－2
1単位

3・4年次

兼任講師 相 澤 勝 治

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：リバティタワー地下スポーツホール
第1講 イントロダクション
第2講 フットサルー実技（1）ゴールを狙う
第3講 フットサルー実技（2）周りの人が動く
第4講 フットサルー実技（3）ゲーム実践
第5講 バドミントンー実技（1）基本練習
第6講 バドミントンー実技（2）ゲームの組み立て
第7講 バドミントンー実技（3）ゲーム実践
第8講 バレーボール実技（1）ルールと基本の動き
第9講 バレーボール実技（2）レシーブ/アタック
第10講 バレーボール実技（3）ゲーム実践
第11講 バレーボール実技（4）ゲーム実践
第12講 ボールゲーム実技（1）ボールを用いたアクティビティ
第13講 ボールゲーム実技（2）ゲーム実践
第14講 ボールゲーム実技（3）ゲーム実践

履修の注意点
1.本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2.単位修得にあたっては、授業実施回数の 3 分の 2 以上の出席が
必要となります。
3.医師により運動が禁止または制限されている学生は、第 1 回目の
授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4.室内用のシューズを用意すること。

準備学習の内容
各回の授業概要の指示に従い関連するキーワードを調べ、授業終了
後は授業内容を復習し、自分のライフスタイルを省察すること。

教科書
教科書等は使用しない。

参考書
参考書等は使用しない。

課題に対するフィードバックの方法
代表的な意見を取り上げて講評する。

成績評価の方法
授業への参加度（60％）、授業に取り組む態度（20%）、スキルの上
達度（20％）から総合的に評価する。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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。

科目ナンバー：（PE）HES193J

運動学演習Ⅳ－2
1単位

3・4年次

兼任講師 相 澤 勝 治

授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠

くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々と
コミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を
通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問
題となっているなかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動
の実践能力向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねら
いとします。

授業内容
使用施設：リバティタワー地下スポーツホール
第1講 イントロダクション
第2講 フットサルー実技（1）ゴールを狙う
第3講 フットサルー実技（2）周りの人が動く
第4講 フットサルー実技（3）ゲーム実践
第5講 バドミントンー実技（1）基本練習
第6講 バドミントンー実技（2）ゲームの組み立て
第7講 バドミントンー実技（3）ゲーム実践
第8講 バレーボール実技（1）ルールと基本の動き
第9講 バレーボール実技（2）レシーブ/アタック
第10講 バレーボール実技（3）ゲーム実践
第11講 バレーボール実技（4）ゲーム実践
第12講 ボールゲーム実技（1）ボールを用いたアクティビティ
第13講 ボールゲーム実技（2）ゲーム実践
第14講 ボールゲーム実技（3）ゲーム実践

履修の注意点
1.本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。
2.単位修得にあたっては、授業実施回数の 3 分の 2 以上の出席が
必要となります。
3.医師により運動が禁止または制限されている学生は、第 1 回目の
授業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。
4.室内用のシューズを用意すること。

準備学習の内容
各回の授業概要の指示に従い関連するキーワードを調べ、授業終了
後は授業内容を復習し、自分のライフスタイルを省察すること。

教科書
教科書等は使用しない。

参考書
参考書等は使用しない。

課題に対するフィードバックの方法
代表的な意見を取り上げて講評する。

成績評価の方法
授業への参加度（60％）、授業に取り組む態度（20%）、スキルの上
達度（20％）から総合的に評価する。

その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教
員の指示に従ってください。
2．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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科目ナンバー：（PE）HES233J

生涯スポーツ演習
1単位

1～4年次

教授 後 藤 光 将

授業の概要・到達目標
【野辺山スケートコース】

心地よいスピードを感じながら、自分の身体全体を用いて意のま
まに氷上を滑走することは、他では得られない感覚です。寒い場所
での体温調節は多くのエネルギーを消費させる有酸素運動であり、
ダイエットにも効果的です。実習では、まず基礎スケーティングを
習得します。集団で音楽に合わせて滑る“シンクロナイズドスケー
ティング”、氷上の格闘技“アイスホッケー”などにも挑戦します。
野辺山高原は長野県の東端に位置しており、高原野菜の産地で有名
です。滑走練習の合間には、近隣の牧場を訪問して、雄大な自然を
体験する機会もあります。氷上での様々な活動を体験しながら、普
段の都会の生活では感じることのない、すばらしい発見があるはず
です。

授業内容
1．期間：2024年2月19日（月)～2月22日（木）3泊4日
2．場所：長野県南佐久郡南牧村野辺山1003 帝産アイススケート

トレーニングセンター
3．対象：経験は問いません。
4．定員：40名（指導者5名を予定）
5．受講費：1,000円（保険料など）
6．参加費用：宿泊費・食費・リンク代・スケート靴レンタル料・

雑費（約38,000円 ※3泊分）＋交通費（各自）
7．担当者：後藤光将（政治経済学部教授）

1日目：（午後）開講式、基礎スケーティング1、講義
2日目：（終日）基礎スケーティング2、講義
3日目：（終日）基礎スケーティング3、牧場見学、シンクロナ

イズドスケーティング、講義
4日目：（午前）アイスホッケー体験、ふりかえり、閉講式

履修の注意点
1．本授業は、選択体育実技の学部間相互乗り入れ科目（和泉・駿
河台・中野キャンパス）として実施します。受講希望者はシラバス
で詳細を確認したうえで、4月3～5日にOh-o! Meijiのアンケート
機能で申し込みを行ってください。また、4月3、4日に対面ガイ
ダンスを実施します。対面ガイダンスは参加必須でありませんが、
希望者多数の場合は対面ガイダンス参加者優先となります。
2．12月に事前授業を行いますので、受講を認められた学生は必ず
出席してください。
3．受講を認められた学生は、特別な理由がない限りキャンセルは
できません。日程をよく確認してください。
4．2月下旬に実施する授業のため、4年生は卒業判定後の単位認
定となりますので、卒業要件の単位に含めることができません。
5．4月の学習指導時に実施される学内の健康診断を必ず受診して
おいて下さい。

準備学習の内容
氷上スポーツ（フィギュアスケート）に関する情報を事前に調べ

ておいてください。

教科書
特に指定しません。

参考書
特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
事前ガイダンスへの出席（10％）、授業への取り組み姿勢

（40％）、技能上達度（30％）、グループ行動状況（20％）から、総
合的に評価します。

その他

科目ナンバー：（PE）ECN111J

経済学特殊講義Ａ【2022年度以降入学者】
経済学特殊講義Ⅰ【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

教授 八 木 尚 志

授業の概要・到達目標
≪授業概要≫ 新型コロナ問題、東日本大震災、台風などによる災害は、サプ
ライチェーンが国内・海外、さらに都道府県間でも非常に広いネットワーク
の中で形成されていることを気づかせた。生産性ショックの詳細な影響は、
マクロ経済指標ではとらえることが困難であり、地域間・国際間の産業連関
構造の把握が必要である。

産業構造という表現はよく用いられる。その構造の把握は生産額や雇用量
などの産業間のウェイトで特徴づけることが一般的であり、それは広く普及
している。しかし、原材料の取引などの中間財の取引の連鎖を記述した産業
連関表を用いると、より詳細な分析に基づいた産業構造の特性や生産・分
配・支出の取引のネットワークを知ることができる。

日本では、全国表、地域表・地域間表、都道府県表、市町村表・市町村間
表などの国内で4階層の産業連関表が作成されており、公的機関が公表して
いる産業連関表は、100近く存在する。海外でも多くの国で産業連関表は作成
されており、国際産業連関表もOECD、EUなどをはじめ多数作成されてい
る。この講義では、これらの産業連関表を活用して、経済構造や政策効果の
分析を行うための分析手法をコンピュータを用いた演習を交えて習得するこ
とを目指している。

≪到達目標≫ 産業連関分析の基本的な分析手法から、地域産業連関表を用い
た分析の事例や政策効果の分析、国際産業連関表や地域間産業連関表などの
多地域間産業連関表の分析手法、など、最近の産業連関分析の手法について
理解を深め分析を行う力をつけることを目標とする。

授業内容
第1回 産業連関表の見方、マイクロソフトのExcelを用いた計算の方法
第2回 各種係数の意味、波及効果（生産誘発効果、雇用誘発効果、付加価

値誘発効果など）の基礎
第3回 影響力係数・感応度係数による産業分類、輸入の扱い
第4回 スカイライン分析、宮沢モデル（消費内生モデル）
第5回 SDA分析、DPG分析、生産変動要因分析
第6回 地域産業連関表、国際産業連関表、グローバル・バリュー・チェー

ン分析
第7回 仮説抽出法、リンケージ分析（前方連関効果、後方連関効果）
第9回 地域間フィードバック効果、内部乗数・外部乗数、
第10回 価格モデル、分配構造・費用構造の分析（八木モデル）
第12回 部門統合、U表、V表からの作表、
第13回 RAS法、地域間表の作成（地域間交易係数など）
第14回 実際の産業連関表を用いた演習（レポート課題のための準備）

履修の注意点
コンピュータを利用できる演習室での実施を予定しています。受講希望者が
多い場合には、人数制限を行います。
授業はコンピュータ演習を伴うものなので、遅刻や欠席をしないように留意
してください。

準備学習の内容
事前に予習できる内容とやや理論的に難しいものがあります。事前に予習で
きるものについては授業で案内をします。
復習としては、授業で説明した分析手法を数値例を用いて計算をしてくださ
い。そのための課題を出します。

教科書
授業用のExcelファイルを配布します。

参考書
基礎的な内容については、総務省産業連関表・総合解説編を参考にしてくだ
さい。
URL： https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/015index.html
また少し進んだものでは、

土居英二ほ土居英二か、『はじめよう地域産業連関分析 改定版』日本評論
社

浅利一郎・ほか『地域間産業連関分析の理論と実際』日本評論社
宮沢健一『産業連関分析入門』日経文庫

産業連関分析の手法については、授業中に案内します。
絶版になっている著書も多いので、必要に応じてプリントを配布します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
1）通常授業での課題の成果（70％）
2）期末レポート（30％）
注意：遅刻はしないでください。

その他
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科目ナンバー：（PE）ECN141J

経済政策特殊講義Ａ【2022年度以降入学者】
経済政策特殊講義Ⅰ【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

特任教授 小 西 淳 文

授業の概要・到達目標
日本及び国際社会の環境問題への取り組みを理解し、環境課題に対処しつつ成長を促す方法を模索
することができること。

トピックとして、JICAが実施したプロジェクトの成果とそこで使われた科学技術やイノベーショ
ン技術についても紹介する。

授業内容
1回目 「持続可能な開発～成長と環境の調和～ 講義の概要」

トピック：「ツバル 沈みゆく島？」

2回目 「日本の環境問題の歴史と二国間協力」
トピック： 「インドネシア ヘイズ」

3回目 「人間環境会議（1972年）」
トピック：「タイ 酸性雨対策」

4回目 「国際社会の協力体制確立と日本の開発途上国支援」
トピック：「タイ 環境研修研究センター」、「中国 日中友好環境保全センター」

5回目 「国連地球環境会議（1992年）と国際条約」
トピック： 「ブータン ヒマラヤ氷河湖決壊洪水」

6回目 「大気関連」
トピック：「中南米 オゾン層の保護」

7回目 「海洋関連、廃棄物管理」
トピック：「フィリピン 沿岸生態系保全」、「ブータン 廃棄物管理」

8回目 「森林の保全」
トピック：「ブラジル アマゾン森林地帯の炭素量評価ほか」

9回目 「生物多様性条約」
トピック：「ガボン 森林生態系保全と科学的エコツーリズム」

10回目 「気候変動枠組み条約」
トピック：「タイ チャオプラヤ川の大洪水」

11回目 「MDGs（2000年）、感染症対策」
トピック：「Neglected Tropical Diseases」

12回目 「ヨハネスブルッグサミット（2002年）」
トピック： 「東部・南部アフリカの気象予測」、「南部アフリカ 気候変動とダイ
ポールモード現象」

13回目 「国連持続可能な開発会議（リオ＋20）」
トピック：「防災、減災」、「フィリピン 火山」、「チリ 地震・津波」

14回目 「SDGs（2016年）」
トピック： 「セネガル ダカール首都圏開発」、「アジア 低炭素社会シナリオの開
発」

なお、時事問題との関連が深い項目については、そのタイミングで取り上げることにするので、講
座の順序が入れ替わることがあります。2022年度は、第26回気候変動枠組み条約の締約国会議、第
16回生物多様性条約の締約国会議が開催されたタイミングで、関連授業を取り上げました。

履修の注意点
各回とも授業の概要を示す事前配布資料をクラスウエブに掲載するので、あらかじめ目を通してお
いてください。

授業では改めて本資料をクラスウエブに掲載し、事前配布資料の内容を詳しく説明します。

準備学習の内容
「国際協力機構ホームページ→研究者の方→JICA図書館ポータルサイト→JICA報告書・図書・雑
誌」にアクセスし、各課題の理解を深めるように努めてください。関連情報が多々あります。

教科書
特にありません。

授業で使用する資料の理解に努めるとともに、関連情報が掲載されているJICAのホームページに
アクセスして理解を深めてください。

参考書
「国際協力機構ホームページ→研究者の方→JICA図書館ポータルサイト→JICA報告書・図書・雑
誌」にアクセスし、各課題の理解を深めるように努めてください。関連情報が多々あります。

課題に対するフィードバックの方法
各回とも受講後に小レポート（A4 1枚程度）の提出をお願いします。
提出期限は、各回とも授業の6日後の午前8時30分までなので、厳守してください）
この小レポートを評価対象としているので必ず提出するようにしてください。

また、提出されたレポートに対しては、コメントを返します。

成績評価の方法
1 授業後の小レポート（A4 1枚程度）の提出

（各回5％ 計70％））

2 期末レポート（A4 3枚以上）（30％）の提出
「各自関心のある環境課題とその対策に向けた提言」がテーマ。

その他

科目ナンバー：（PE）ECN141J

経済政策特殊講義Ｂ【2022年度以降入学者】
経済政策特殊講義Ⅱ【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

特任教授 小 西 淳 文

授業の概要・到達目標
副題を「開発経済学の潮流と援助戦略の変遷」とし、各時代を席巻した理論とそれに基づく
援助プロジェクトの成功例・失敗例を確認し、それぞれの理論の射程と限界を確認する。

このような歴史的経緯・事実を理解した上で、グローバル化した世界、ポスト・コロナの世
界に向けてどのような開発と援助を行うべきか考えることができることを目標とする。

授業内容
1回目 「講義の概要」、「国際社会の援助体制の確立（1945年～）と戦後初期のアメリカの

戦略」、「日本の援助戦略」

2回目 「国際貿易と経済状況（1960年前後）」、「GATT」、「アジア・アフリカ諸国のムーブ
メント」

3回目 「第1回・2回UNCTAD（1964年・1968年）」、「プレビッシュ報告書」、「GATTケ
ネディラウンド」、「ピアソン報告書」、

「ティンバーゲン報告書」

4回目 「第2次国連開発の10年（1971～80）」、「第3回UNCTAD（1972年）」、「 第4回
UNCTAD（1976年）」、「新国際経済秩序（1977年）」

5回目 「第3次国連開発の10年（1981～90）」、「ブラント委員会報告書」、「南北サミット
（1981年）」

6回目 「歴史から学ぶ（総括）」、「従属論（新マルクス主義）」、「世界資本蓄積論」

7回目 「国連人間環境会議（1972年）」～「地球サミット（1992年）」

8回目 「地球サミットフォロー(環境関連条約)」、「MDGs（2000年）」、「SDGs（2015年）」

9回目 「構造調整計画」、「改良主義」、「人間開発報告」、「人間の安全保障」、 「JICA課題
別指針」

10回目 「世界開発報告2012 ジェンダーの平等と開発」、「JICA課題別指針」（ジェンダー
と開発）

11回目 「世界開発報告2011 紛争、安全保障と開発」、「JICA課題別指針」（平和構築）

12回目 「世界開発報告1997 開発における国家の役割」

13回目 「世界開発報告2017 ガバナンスと法」

14回目 「世界開発報告2020 グローバル・バリューチェーン時代の貿易による開発」、「総
括」

履修の注意点
各回とも授業の概要を示す事前配布資料をクラスウエブに掲載するので、あらかじめ目を通
しておいてください。

授業では改めて本資料をクラスウエブに掲載し、事前配布資料の内容を詳しく説明します。

準備学習の内容
授業での配布資料に加え、「外交青書」、「世界開発銀行の世界開発報告」、「UNDPの人間開
発報告書」、「JICAホームページからアクセスできる該当資料」、「ブラント委員会報告書」
などから理解を深めるようにしてください。

教科書
特にありません。

なお、「外交青書」、「世界開発銀行の世界開発報告」、「UNDPの人間開発報告書」、「JICA
ホームページからアクセスできる該当資料」、「ブラント委員会報告書」などから理解を深め
るようにしてください。

参考書
「外交青書」、「世界開発銀行の世界開発報告」、「UNDPの人間開発報告書」、「JICAホーム
ページからアクセスできる該当資料」、「ブラント委員会報告書」などから理解を深めるよう
にしてください。

課題に対するフィードバックの方法
各回とも受講後に小レポート（A4 1枚程度）の提出をお願いします。
提出期限は、各回とも授業の6日後の午前8時30分までなので、厳守してください。
この小レポートを評価対象としているので必ず提出するようにしてください。

また、提出されたレポートに対しては、コメントを返します。

成績評価の方法
1 小レポートの提出

授業後の小レポート（A4 1枚程度）（各回5％ 計70％））

2 期末レポートの提出
期末レポート（A4 3枚以上）

「グローバル化した世界、ポスト・コロナの世界に向けてどのような開発と援助を行う
べきか」がテーマ。（30％）

その他
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科目ナンバー：（PE）IND111J

就業力育成総合講座Ｂ【2022年度以降入学者】
就業力育成総合講座Ⅱ【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

特任教授 小 西 淳 文

授業の概要・到達目標
講師（JICA職員、外務省員としての経験あり）による講和と意見交換に加え、様々な組
織の一員として国際社会で活躍される方々10名を外部講師としてお招きし、各々の業務内
容を紹介していただくとともに、学生時代に取り組んでいたことなど、貴重なアドバイス
を得る授業としています。

国際社会での活躍を検討している学生さんがその実現に向けた課題を整理し、実践できる
ことが目標。

授業内容
2．授業内容
1回目 国際社会で活躍できる職業の概要説明（小西）

2回目 外務省員による講和と意見交換（順不同）

3回目 JICA職員との意見交換（順不同）

4回目 JICA在外事務所企画調査員による講和と意見交換（順不同）

5回目 JOCV経験者による講和と意見交換（順不同）

6回目 開発系コンサルタントによる講和と意見交換（順不同）

7回目 中間総括（小西）

8回目 開発系一般財団役員による講和と意見交換

9回目 リサーチ＆コンサルティング社員による講和と意見交換（順不同）

10回目 開発系NPO職員による講和と意見交換（順不同）

11回目 一般NGO職員による講和と意見交換（順不同）

12回目 国際連合職員による講和と意見交換（順不同）

13回目 国際機関職員による講和と意見交換（順不同）

14回目 総括（小西）

（外部講師の招聘は調整中で、所属先等一部変更があるかもしれませんが、都合のつく方
10～11名を想定しています。）

履修の注意点
特になし。

準備学習の内容
各回とも講師が使用されたプレゼン資料をクラスウエブに掲載するので、復習に利用して
ください。

各講師から紹介された書籍や資料を熟読されることをお勧めします。

教科書
なし。

各講師から紹介された書籍や資料を熟読されることをお勧めします。

参考書
なし。

各講師から紹介された書籍や資料を熟読されることをお勧めします。

課題に対するフィードバックの方法
各回とも小レポート（A4 1枚程度）の提出をお願いします。

テーマ 「講師（小西）や外部講師の講話と意見交換を通じて考えたこと」

提出された小レポートでの質問については、講師（小西）や外部講師から回答をフィー
ドバックします。

また、適切なコメントやアドバイスもフィードバックします。

成績評価の方法
1 小レポート（A4 1枚程度）の提出

テーマ 「講師（小西）や外部講師の講話と意見交換を通じて考えたこと」（各回5％
計70％）

提出された小レポートでの質問については、講師（小西）や外部講師から回答をフィー
ドバックします。

また、適切なコメントやアドバイスもフィードバックします。

2 期末レポート（A4 1ページ程度、記入様式あり）（30％）

テーマ 「この講座を受けて確認できた自分自身の課題を5項目あげ、アクションプラ
ンを作成すること」

なお、アクションプランには到達目標となる指標とスケジューリングを明記すること。

その他

科目ナンバー：（PE）IND111J

就業力育成総合講座Ｄ【2022年度以降入学者】
就業力育成総合講座Ⅳ【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

教授 奥 山 雅 之

授業の概要・到達目標
「ビジネスキャリア育成」

本講座は、将来のキャリアとして、勤務先企業で経営幹部・管理者を目指
す学生、ベンチャー企業を自ら創業しようという思いを抱いている学生、あ
るいは経営者として既存企業の事業継承を予定（希望）している学生たちの
キャリア形成を支援することを目的としています。起業家、企業経営者、
キャリアコンサルタントなどを講師として招聘し、自らの体験談やビジネス
キャリアとして成長していくために必要な資質やその育成の方法、起業の秘
訣などについてお話しいただきます。そして、講座の後半では、グループで
ビジネスプランを策定し、クラス発表を行います。

講座を通して、ビジネスキャリアに興味関心を持って、起業を自身のキャ
リアの選択肢のひとつとして捉え、将来に向けて成長しようとする皆さんを
支援するための実践的な講座です。

授業内容
「ビジネスキャリア育成」
【第1回】

奥山 雅之（本学教員） 講座紹介＆ガイダンス
【第2・第3回】

大石 勝幸氏（株式会社ブリングアウト 代表取締役）「キャリア形成に繋げ
る自己分析＆自己診断」

【第4回】
小澤良介氏（セラシオ社 元日本最高協業責任者）「劣等生だった私の選択

と決断～人生は環境で全てが変わる～」
【第5回】

若木 豪人氏（一般社団法人 Society 5.0・地方創生推進機構 代表理事）「今
のうちに知っておきたい！ 学生時代にやっておくべきこと」

【第6・第7回】
半田 正浩氏（株式会社COCO・WA・DOCO 代表取締役）「若手ベン

チャー社長が語る起業の心得と今、できること」
【第8・第9回】

政所 利子氏（株式会社玄 代表取締役）「起業家が語る地域産業振興にかけ
る夢」

【第10回】
松井みさき氏 （TOKYO創業ステーション Startup Hub Tokyo TAMA コン

シェルジュ）「自己のキャリア」
【第11・第12・第13回】

江口 耕三氏（キュリアスキャピタル株式会社 代表取締役）「いい会社を増
やす取り組み（社会的事業プランの策定）」

【第14回】
奥山 雅之（本学教員） 講座のまとめ

＊講師は調整中です。確定ではありませんので、今後変更されることがあり
ます。

履修の注意点
外部から講師を招聘する講座ですので、講師への礼を失することがないよう
に、能動的に学ぼうとする姿勢をもって、講義に真剣に向き合うことが求め
られます。

準備学習の内容
ほぼ毎回、講義終了時に講師から出される課題レポートを提出期限を守って
Oh-o! Meijiクラスウェブにアップすることが求められます。

教科書
なし。

参考書
なし。ただし、各講師から講義時に紹介されることがあります。

課題に対するフィードバックの方法
課題に関連する質問があった場合には、必要に応じて各講師からフィード
バックがあります。

成績評価の方法
この講座の成績評価は、

（1）授業への参加・貢献度（平常点に加えて、クラスに向けての発言など、
能動的な参加態度を授業への貢献として加点する）

（2）毎回のレポート提出状況（毎回、講師から出される課題レポートを提出
期限を守ってOh-o! Meijiシステムにアップすること）

（3）最終レポートの内容
以上の（1）（2）（3）によって総合的に評価します。
定期試験は実施しません。

その他
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科目ナンバー：（PE）ABR111J

留学基礎講座
2単位

1・2年次

特任講師 デヴェラ、ローナヴェリア L.

授業の概要・到達目標
本講座は、海外留学プログラムへの参加に関心のある学生を対象とする準備講座
です。授業では十分な事前指導を行い、留学先に関する基礎知識や予備知識を学
ぶことで、留学をより容易に進めることを目的としています。留学先の国の社会
や文化に関する知識と理解を深め、海外の大学で通用する実践的な英語能力など
の必要なアカデミック・スキルを伸ばすトレーニングに焦点を当てます。
本講座の到達目標は、次の3点です:
1. 履修者が自ら留学の目的や計画を適切に決定するために、留学をしっかり理
解ができること;
2. 留学先の国に関する様々なテーマを通じて、履修者がその国の文化と社会を
理解すること;
3. 英語の能力とスキルを磨き、海外の大学レベルの授業に特化した基礎的なア
カデミック・スキルを取得すること。
講座の前半では、履修者は留学についてその重要性やメリット、異文化学習につ
いて多角的に考えて話し合い、留学先の国について調査をし、情報収集します。
そして、その結果をディスカッションやレポート、プレゼンテーションの形式で
提出、若しくは発表します。後半は、総合的アプローチにより、教室や学内で必
要となるアカデミック・スキル並びに語学・コミュニケーション能力やストラテ
ジーを身に着けるための実践的なレッスンを行います。
本講座は基本的に日本語と英語を使用しますが、英語練習のため、授業中にレッ
スンは英語で行います。

授業内容
（変更の可能性があります）
第1回：オリエンテーション
第2回～第3回：留学の重要性について
第4回～第8回：留学先の国に関するディスカッションや発表
第9回～第13回：留学に必要なアカデミックスキル
第14回：復習・まとめ

履修の注意点
本講座は、TOEIC 550以上又はTOEFL iBT 61 / CBT 173 / PBT 500以上のいずれ
かのスコアを持つ学生を対象とします。ただし、協定校留学に挑戦する履修者に
は、これらのスコアは不十分であることを銘記しておいてください。協定校留学
を希望している場合、希望する留学先の大学で必要とされるスコアを確認して、
そのスコアを目安として前もって相当する英語学習をしっかりと達成しましょう。
真剣に留学を検討している学生にとっては、日本の大学と海外の大学との授業の
進め方や期待される学習レベルの違いを理解し、受け入れることが重要です。履
修者には積極的な行動と前向きな受講姿勢、留学経験で何を学び、何を達成した
いのかを明確にする自律した学習者になることが望まれます。
ほとんどの教室内でのアクティビティは学生が発言したり、自らの考えを表現し
たり、クラスのメンバーと意見交換したりすることとなるため、協力的な態度で
積極的に授業に参加することが必要不可欠です。
注意：秋コース（基礎講座）に履修した学生は、春コース（準備講座）を受講す
る必要はありません。留学講座は、どちらか一つだけを選んで受講してください。

準備学習の内容
履修者は授業が始まる前までに、ディスカッションや学習活動に関与できるよう
に十分に予習をして出席してください。また、与えられた時間内に宿題、授業内
外の課題やグループワーク、プレゼンテーション等の事前準備に取り組み、すべ
ての課題を完遂してください。メモをとるためのノートと配布プリントをまとめ
るためのファイルを各自用意して必ず持参してください。

教科書
教科書は特に使用しません。必要に応じて授業中にプリントを配布します。

参考書
特にありませんが、新聞・テレビ・インターネットその他のメディアを通して、
留学先の国に関連する情報を読んでメモを取り、収集することを習慣づけてくだ
さい。
常に辞書（和英・英和・英英辞書）を持参すると授業に役立ちます。スマホの辞
書アプリに関しては教員の許可を得て、使用しても構いません。授業中にノート
PCやタブレットなどの電子機器は学習以外の使用禁止です。

課題に対するフィードバックの方法
学生は授業中に教授から直接課題に対するフィードバックやアドバイスを受ける
ことができます。
また、必要に応じて個別相談会を実施します。

成績評価の方法
授業へ積極的参加、態度・出席 (30%)
ディスカッションの提出物、プレゼンテーション (40%)
宿題、授業内で実施する課題・レポートなど (30%)

その他
授業計画の詳細については、初回に配付するシラバスを参照のこと。

科目ナンバー：（PE）ABR111J

留学準備講座
2単位

1・2年次

特任講師 デヴェラ、ローナヴェリア L.

授業の概要・到達目標
本講座は、留学プログラムに参加する予定の学生、または参加しようとしている
学生を対象に基礎的なアカデミックトレーニングに加え、実践的な留学先国の知
識や語学学習の指導を行うものです。このクラスでは、
1) 留学経験の重要性や価値、そのメリットが個人の成長及び自分の将来計画と
どのようにつながるかを理解できるようにします;
2) 海外大学レベルの授業の困難さを乗り越えられるように、また、個人的にも
社会的にも効果的な留学生活を送ることのできるように、アカデミック・スキル
と学習スキルに磨きをかけます;
3) 留学先の、特に学生生活の様々な場面において、自信とコミュニケーション
や交流のためのスキルが身につけられるようにします。
本講座は、履修者が日常生活、価値観、習慣、伝統などのさまざまな側面や状況
を入念に調べて、日本文化と比較できるようにすることで、留学先の人々や文化
への理解を深めることを授業目標としています。これにより、異文化能力の育成
と、さらなる国際的な視野や考え方を身に付ける機会を提供します。
履修者は、他の留学準備に役立つ授業から得た知識を拡充し、留学経験を成功に
導き、実りあるものにする知識とスキルをさらに高めることができます。また、
留学先で英語による教育を受ける備えとして、海外の大学の授業や学内での要求
や挑戦により良く対応できるように、学習スキルとストラテジーの継続的な指導
を行います。留学への挑戦に対する意識を高めながら、新しい文化と環境への取
組みに際し必ず学ぶべきスキルである問題解決能力（トラブルシューティング）
と批判的思考力（クリティカル・シンキング）を育むことができるようにします。
本講座は基本的に日本語と英語を使用しますが、英語練習のため、授業中にレッ
スンは英語で行います。

授業内容
（変更の可能性があります）
第1回：オリエンテーション
第2回～第7回：留学準備ガイダンス／アカデミック・スキルの指導
第8回～第13回：留学先の国についてテーマ別調査・発表・ディスカッション
第14回：復習・まとめ

履修の注意点
本講座は、TOEIC 550以上またはTOEFL iBT 61 / CBT 173 / PBT 500以上のいず
れかのスコアを持つ学生を対象とします。留学を希望している、または、留学を
決められた履修者にとっては、日本の大学と海外の大学との授業のあり方や期待
される学習態度や内容の違いを理解し、受け入れることが重要です。履修者は積
極的に行動し、前向きに受講してください。留学経験で何を学ぶか、何を達成し
たいのかを明確にする自律した学習者になることを目指しましょう。ほとんどの
教室内でのアクティビティは学生が発言したり、自らの考えを表現したり、クラ
スのメンバーと意見交換したりすることとなるため、協力的な態度で積極的に授
業に参加することが必要不可欠です。
注意：本講座は、教室で使う英語を練習したり慣れたりすることができますが、
語学の授業ではないことに注意してください。春コース（準備講座）に履修した
学生は、秋コース（基礎講座）を受講する必要はありません。留学講座は、どち
らか一つだけを選んで受講してください。

準備学習の内容
履修者は授業が始まる前までに、ディスカッションや学習活動に関与できるよう
に十分に予習をして、出席してください。また、与えられた時間内に宿題、授業
内外の課題やグループワーク、プレゼンテーション等の事前準備に取り組み、す
べての課題を完遂してください。メモをとるためのノートと配布プリントをまと
めるためのファイルを各自用意して必ず持参してください。

教科書
教科書は特に使用しません。必要に応じて授業中にプリントを配布します。

参考書
特にありませんが、新聞・テレビ・インターネットその他のメディアを通して、
留学先の国に関連する情報を読んでメモを取り、収集することを習慣づけてくだ
さい。
常に辞書（和英・英和・英英辞書）を持参すると授業に役立ちます。スマホの辞
書アプリに関しては教員の許可を得て、使用しても構いません。授業中にノート
PCやタブレットなどの電子機器は学習以外の使用禁止です。

課題に対するフィードバックの方法
学生は授業中に教授から直接課題に対するフィードバックやアドバイスを受ける
ことができます。
また、必要に応じて個別相談会を実施します。

成績評価の方法
授業へ積極的参加、態度・出席 (30%)
プレゼンテーション、ディスカッションの提出物 (40%)
宿題、授業内で実施する課題・レポートなど (30%)

その他
授業計画の詳細については、初回に配付するシラバスを参照のこと。
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科目ナンバー：（PE）LAW191J

憲法
4単位

1・2年次

兼任講師 松 井 直 之

授業の概要・到達目標
・私たちの生活のルールである様々な法の基本である日本国憲法は、私たちの人権を保障し、国の仕組みを規定し、実は身近なところでつな
がっています。こうした日本国憲法の様々な論点、争点を具体的な判例を紹介しながら解説していくことを通じて、日本国憲法に関する基礎
的な知識、考え方を身につけていきます。
・日本国憲法の基礎的な知識や考え方を身につけ、自分の意見を組み立てることができるようになることを目標とします。

授業内容
第1回 平和主義（1）：立憲主義、平和的生存権、戦力、自衛隊
第2回 平和主義（2）：集団的自衛権、日米安全保障条約、国際貢献
第3回 国民主権：主権・国民の多義性、憲法制定権力
第4回 天皇：皇室典範、皇位継承、国事行為、内閣の助言と承認
第5回 選挙権：参政権、二元説、選挙運動の自由
第6回 選挙制度：立法裁量、日本の選挙制度、選挙運動の自由
第7回 国会（1）：権力分立、国民の代表機関、唯一の立法機関
第8回 国会（2）：二院制、会期、国会の権能
第9回 内閣（1）：行政、国務の総理、内閣の権限、議院内閣制
第10回 内閣（2）：内閣の位置づけ、閣議、独立行政委員会
第11回 裁判所（1）：司法、法律上の争訟、司法権の限界
第12回 裁判所（2）：特別裁判所の禁止、裁判官の良心、裁判員制度
第13回 裁判所（3）：裁判の公開、司法権の独立
第14回 地方自治：地方自治の本旨、機関と権限、条例
第15回 思想・良心の自由：思想良心、信条・内心、外部的行為
第16回 表現の自由（1）：優越的地位、検閲・事前抑制、明確性
第17回 表現の自由（2）：表現内容規制
第18回 表現の自由（3）：表現内容中立的規制、マス・メディア
第19回 集会・結社の自由：公共施設管理権、公安条例、結社
第20回 信教の自由：宗教、政教分離、制度的保障
第21回 学問の自由：天皇機関説、先端科学技術研究、大学の自治
第22回 経済的自由：移動の自由、職業の自由、財産権
第23回 社会権：生存権、教育を受ける権利、勤労権
第24回 身体の自由：適正手続、行政手続、被疑者・被告人の権利
第25回 法の下の平等：相対的平等、憲法14条後段列挙事由、家族
第26回 幸福追求権：人格権、名誉権、自己決定権
第27回 人権の享有主体：未成年者、外国人、団体
第28回 人権規定の射程：特別な公法上の関係、私人間効力、間接適用説

履修の注意点
・該当箇所の一読を前提に、重要な点を軸に通常の講義形式により行います。

準備学習の内容
・復習を中心に行うようにしてください。
・1回目から通常の講義をするので、指定された教科書・講義資料（「Oh-o! Meiji」に掲載します）を事前に読み、分からないところを明らか
にしておいてください。
・受講後、指定された教科書・講義資料を読み直し、参考書を参照して、事前に分からなかった点が理解できるようになったかを確認してく
ださい。

教科書
・『大学生のための憲法』 君塚正臣編著 （法律文化社）2018年
・『ポケット六法』（有斐閣）、『デイリー六法』（三省堂）、『コンパクト六法』（岩波書店）などの六法を持参してきてください。

参考書
・『高校から大学への憲法』〔第2版〕君塚正臣編著 （法律文化社） 2017年
・『VIRTUAL 憲法』 君塚正臣＝藤井樹也＝毛利透 （悠々社） 2005年
・『比較憲法』 君塚正臣編著 （ミネルヴァ書房） 2012年

課題に対するフィードバックの方法
授業時に説明します。

成績評価の方法
・①期末試験と②授業への参加度（課題・質疑応答）を合わせて成績評価を行います。

その他
・講義の際に質問に答えてもらうことがありますので、国内政治や国際政治などに関心を持って積極的に参加してください。
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科目ナンバー：（PE）LAW191J

憲法
4単位

1・2年次

兼任講師（法） 柏 崎 敏 義

授業の概要・到達目標
≪授業の概要≫

公共空間を制度設計し、人間存在を価値として設定する法としての憲法を扱う。近代立憲主義憲法はその方向性において、人権保障を重要
な課題とし、そのセーフティーネットとして統治機構を配置する。しかし、国家によって、時代によって、憲法の内容は異なる。授業では、
日本国憲法のもとでなにが保障されており、なにが問題なのかを理解し、人にとって、社会にとって、なにが大事なことなのかを考えていく。
正しい答えがあるわけではない。自分はどう考えるかを考えて欲しい。

日本国憲法の内容を理解することによって、国家の構成員としての認識を深める。
≪授業の到達目標及びテーマ≫

（1）人権保障の一般原則、個別の人権保障について説明し、それに関して問題を発見し解決する。
（2）統治構造の一般原則を説明し、それに関して問題を発見し解決する。
（3）基本論点に関する判例・学説を習得する。

授業内容
第1講 立憲主義・民主主義を考える：国民主権、権力分立
第2講 国会（1）：国会の地位・役割
第3講 国会（2）：衆議院・参議院の地位・役割
第4講 国会（3）：国会議員の地位・役割
第5講 内閣（1）：内閣の組織
第6講 内閣（2）：内閣総理大臣の地位・役割
第7講 財政：租税法律主義
第8講 地方自治：地方自治の本旨
第9講 裁判所（1）：裁判所の組織・役割、司法権の限界
第10講 裁判所（2）：違憲立法審査権、民主的コントロール
第11講 基本的人権：基本的人権保障の意義、歴史
第12講 表現の自由（1）：報道・取材の自由
第13講 表現の自由（2）：集会の自由
第14講 表現の自由（3）：検閲の禁止
第15講 信教の自由（1）：信教の自由
第16講 信教の自由（2）：政教分離
第17講 経済的自由（1）：職業選択の自由
第18講 経済的自由（2）：財産権
第19講 平等権：絶対的平等と相対的平等
第20講 人身の自由：適正手続
第21講 社会権（1）：歴史と意義
第22講 社会権（2）：人として生きる権利
第23講 社会権（3）：労働者の権利
第24講 社会権（4）：教育を受ける権利
第25講 選挙権：一票の格差
第26講 幸福追求権：プライバシーの権利
第27講 平和のうちに生きる権利
第28講 まとめ

履修の注意点
（1）問題意識を持って授業に参加すること。
（2）授業には必ず出席すること。
（3）課題は必ず提出すること。
（4）授業中は私語をせず、集中すること。

準備学習の内容
≪準備学習≫

（1）テーマに関する憲法条文を確認すること。
（2）テーマに関する教科書を一読すること。
≪復習≫

（1）授業ノート、配付資料を整理すること。

教科書
柏崎敏義『憲法・法学講義〔改訂版〕』（敬文堂）2022年

参考書
柏崎敏義・加藤一彦編著『新憲法判例特選〔第3版〕』（敬文堂）2021年

課題に対するフィードバックの方法
Oh-o! Meijiに解答を掲載あるいは授業時にコメントする。

成績評価の方法
定期試験70％、平常点（レポート課題、授業メモ、小テスト）30％

その他
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科目ナンバー：（PE）POL111J

政治学基礎
2単位

1・2年次

教授 木 寺 元

授業の概要・到達目標
この講義では、現実の政治を構成している諸制度と実際の政治の

プロセスを理解するための視座に関して、その基礎的な知識とそれ
に基づく思考の機会を提供する。これらを通じて、他の政治系科目
を学ぶための「基礎体力」を付けることを最大の目標とする。

授業内容
1 イントロダクション
2 執政制度
3 選挙制度
4 投票行動論
5 政党システム・政党組織
6 議会制度
7 官僚制
8 独立機関
9 地方自治
10 国際政治
11 メディア
12 利益団体
13 市民社会
14 グループワーク
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

履修の注意点
講義では、履修者に対し考えてもらう機会を積極的に提供していき
たい。

準備学習の内容
講義中にテーマが示されるコメントの提出は、携帯電話・パソコン
等により、Oh-o! Meijiを通じて行う。

教科書
木寺元（編）『政治学入門〔第3版〕』（弘文堂、2023年）を予定す
るが、刊行が間に合わない可能性があるので、その場合は木寺元

（編）『政治学入門〔第2版〕』（弘文堂、2020年）となる。初回まで
にOh-o! Meijiのクラスウェブまたは講義中で案内する（そのため、
初回の講義で教科書は用いない）。

参考書
講義中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業での「コメント」と学期末の「期末試験」による。「グループ
ワーク」を加点要素に取り入れる可能性も含む。

その他

科目ナンバー：（PE）POL111J

政治学基礎
2単位

1・2年次

助教 佐々木 研一朗

授業の概要・到達目標
【授業の概要】

現代日本の政治に関する基礎的な知識を講じていく。
【到達目標】

投票所に行く主権者として恥じない程度の知識を、現代日本の政
治について身につける。

授業内容
第1回目：オリエンテーション／2022年の日本政治をふりかえる
第2回目：政治参加
第3回目：政党
第4回目：国会
第5回目：内閣
第6回目：官僚制
第7回目：政策過程と利益団体
第8回目：裁判所
第9回目：世論とマスメディア
第10回目：地方自治
第11回目：国際政治
第12回目：戦後の日本政治
第13回目：戦後日本の国際関係
第14回目：まとめとふりかえり
※履修生の興味関心や社会情勢にあわせ、講義の順序や内容を一部
変更する場合がある。

履修の注意点
パワーポイントを使用する。重要事項は板書する。

準備学習の内容
事前に、教科書の該当箇所を読み、わからない用語があれば事典等
で調べておくこと。復習として、授業時に出す課題について、教科
書、参考書などで調べ、期日までに提出すること。

教科書
『日本政治の第一歩』上神貴佳、三浦まり（有斐閣ストゥディア）
2018年

参考書
『政治学 補訂版』久米郁男、川出良枝、古城佳子、田中愛治、真
渕勝（有斐閣）2011年

課題に対するフィードバックの方法
Oh-o! Meijiを通じてコメントする。授業の感想や質問について、次
回授業時に紹介、説明し、知識の共有を図る。

成績評価の方法
授業への貢献度（30%）、期末試験（70%）

その他
（1）私語をする学生は退出を命じる。
（2）いかなる理由でも講義中のスマートフォンの利用を禁止する。
（3）遅刻厳禁
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科目ナンバー：（PE）POL111J

政治理論基礎
2単位

1・2年次

教授 木 寺 元

授業の概要・到達目標
古代から政治は様々な問題に直面してきた。それに対し政治学も

また多様な概念を編み出し、思考してきた。いまの政治はどうだろ
うか。同じように様々な問題を抱えてはいないだろうか。

この講義では、政治の根本に関わる基礎概念について考え、現代
政治が直面している諸課題について検討していきたい。

授業内容
1 所有
2 決定
3 自由
4 平等
5 国家
6 民族
7 暴力
8 権力
9 参加
10 戦争と平和
11 性差
12 ワークⅠ
13 ワークⅡ
14 まとめ
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

履修の注意点
講義では、履修者に対し考えてもらう機会を積極的に提供していき
たい。

準備学習の内容
講義中にテーマが示されるコメントの提出は、携帯電話・パソコン
等により、Oh-o! Meijiを通じて行う。

教科書
特に定めない。

参考書
講義中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業での「コメント」、「期末試験」。その他「加点要素」を設ける
こともある。

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）POL111J

政治理論基礎
2単位

1・2年次

助教 佐々木 研一朗

授業の概要・到達目標
【授業の概要】

学問としての政治学（政治理論）の基礎を講じていく。
【到達目標】

主権者として政治にどのように関わることができるのか、また関
わるべきなのか、自立して思考することができるようになることが
目標である。

授業内容
第1回目：オリエンテーション／政治（学）とは何か
第2回目：民主政治の起源
第3回目：民主政治の変容
第4回目：現代民主政治
第5回目：アメリカ政治学の展開
第6回目：アメリカ政治学の変容
第7回目：アメリカ政治学の現在
第8回目：戦前日本の政治学
第9回目：戦後日本の政治学と丸山眞男
第10回目：1980年代以降の日本の政治学
第11回目：フェミニズムとジェンダー
第12回目：ナショナリズムとシティズンシップ
第13回目：グローバル化
第14回目：まとめとふりかえり
※履修生の興味関心や社会情勢にあわせ、講義の順序や内容を一部
変更する場合がある。

履修の注意点
パワーポイントを使用する。重要事項は板書する。

準備学習の内容
事前に、教科書の該当箇所を読み、わからない用語があれば事典等
で調べておくこと。復習として、授業時に出す課題について、教科
書、参考書などで調べ、次回授業までに提出すること。

教科書
『ここから始める政治理論』田村哲樹、松本雅和、乙部延剛、山崎
望（有斐閣ストゥディア）2017年

参考書
『政治学 補訂版』久米郁男、川出良枝、古城佳子、田中愛治、真
渕勝（有斐閣）2011年

課題に対するフィードバックの方法
Oh-o! Meijiを通じてコメントする。授業の感想や質問について、次
回授業時に紹介、説明し、知識の共有を図る。

成績評価の方法
授業への貢献度（30%）、期末試験（70%）

その他
（1）私語をする学生は退出を命じる。
（2）いかなる理由でも講義中のスマートフォンの利用を禁止する。
（3）遅刻厳禁
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科目ナンバー：（PE）POL211J

政治学原論
4単位

2年次

教授 高 橋 一 行

授業の概要・到達目標

ロシア-ウクライナ戦争があり、各国に権威主義的な政権が出てきて、デモクラシーの空洞化が議論されている。正確に言えば、各国の主権を前
提に、基本的人権が守られるリベラルデモクラシーが危機に晒されている。移民排斥を訴えるポピュリストが至るところで現れる。その背景に
は、グローバリズムと資本主義の限界が横たわっているように思われる。一向に収束しないコロナ禍がそのことを炙り出している。これら国家と
資本主義に纏わる諸概念を明確にすることが重要である。国家に関する意識がどのように生成し、国家という機構がどう確立していったのか。さ
らにそこから、どのようにデモクラシー、リベラリズムが展開されたのか。また国家がどのように資本主義を支えてきたのか。それらを、近世、
近代からの政治史、政治学説史の中で検証しつつ、とりわけ戦争の世紀でもある20世紀において、どう進展したのかを見ていきたい。その上で、
情報化社会と言われ、またグローバルに人の行き来のある社会において、国家と資本主義がどう変容するのかを論じたい。

授業内容
0 ガイダンス
1-1 今、何が問題か（1） 疫病と人類
1-2 今、何が問題か（2） ロシア-ウクライナ戦争
1-3 今、何が問題か（3） 移民問題とポピュリズム
1-4 今、何が問題か（4） 宗教、近代国家、資本主義
2-1 宗教と国家（1） ナショナリズムの成立
2-2 宗教と国家（2） イギリスとオランダ
2-3 宗教と国家（3） フランスとドイツ
2-4 宗教と国家（4） アメリカ
3-1 国家の正当化（1） 社会契約論という虚構（1）：ホッブズ
3-2 国家の正当化（2） 社会契約論という虚構（2）：ロック
3-3 国家の正当化（3） もうひとつの社会契約論（1）：スピノザ
3-4 国家の正当化（4） もうひとつの社会契約論（2）：ルソー
4-1 デモクラシー論（1） 古代ギリシアから、トクヴィルまで
4-2 デモクラシー論（2） アメリカデモクラシー理論の展開、ダ－ル他
4-3 デモクラシー論（3） ポピュリズムと熟議デモクラシー
4-4 デモクラシー論（4） 集合知論と代議制デモクラシー、様々なデモクラシー論
5-1 正義論（1） 前提としての、功利主義とリベラリズム論
5-2 正義論（2） 功利主義から正義論へ
5-3 正義論（3） 税のあり方とベーシック・インカム
5-4 正義論（4） 世界正義論から、平和論へ
6-1 政治的思考（1） カント平和論とその後
6-2 政治的思考（2） フロイトの戦争論
6-3 政治的思考（3） ユートピア論、逆ユートピアの歴史
6-4 政治的思考（4） 保守主義とは何か
7-1 21世紀の政治（1） 社会主義と戦争の世紀を超えて
7-2 21世紀の政治（2） 情報化社会の進展と金融化
7-3 21世紀の政治（3） 教育格差
7-4 21世紀の政治 (4) AIの進展は政治を変えるか
8 試験

履修の注意点
授業内容の理解に努め、毎回の小テストを受けること。

準備学習の内容
授業中に多くの参考文献を指示するので、その中で興味が出て来たものについては、購入するなり、図書館で借りるなりして、読むのが望まし
い。

教科書
教科書はない。毎回、プリントを作成し、配布する。

参考書
毎回の授業で指示する。

課題に対するフィードバックの方法
特になし。

成績評価の方法
毎回小テストを実施し、その点数を蓄積する。4点満点、14回で計56点になる。
その点数を、期末に課す試験の点数に付け加え、その合計点で相対的評価をする。
試験対策については、6月中旬に指示する。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）POL221J

行政学基礎
2単位

1・2年次

教授 西 村 弥

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標》

「行政の肥大化」が指摘され、数次にわたる行政改革が行われてき
たにもかかわらず、わが国行政の果たす役割は拡大を遂げてきた。
規制改革が進められる一方で、一年間に数百の許認可が新設されて
いる。行政機関の長である総理とその閣僚たちに対する注目度は、
国会両院の議長や委員長の比ではない。本講義では、行政について
の基礎的な知識を身につけることはもちろんのこと、これからの行
政に求められる役割や、無数の行政批判論や擁護論の当否について、
自ら考える力をつけることを目標とする。

《授業の概容》
行政学基礎では、近代以降における行政の守備範囲の変遷と拡大

について把握するとともに、議院内閣制や大統領制、あるいはそれ
を支える官僚制や行政機構等、現代行政を構成する基本的な「制度」
について理解を深める。また、後半では、長らく改革の対象とされ
ながら、もっとも変動の少ない分野である公務員制度について多様
な観点からとりあげ、現代公務員制度の意義と課題について光をあ
てる。

授業内容
第1講 行政学基礎では何を学ぶか? （行政とは？）
第2講 立法国家から行政国家へ
第3講 日本における特徴と各国政府
第4講 議院内閣制と大統領制①：支持基盤と政策立案
第5講 議院内閣制と大統領制②：閣僚と官僚、首相公選制
第6講 官僚制①：家産官僚制、近代官僚制の構成要件
第7講 官僚制②：官僚制の逆機能、政治家・官僚それぞれの責任
第8講 日本の行政機構①：ラインとスタッフ、独任制と合議制
第9講 日本の行政機構②：警察組織からキャリア制度・合議制を

考える
第10講 公務員制度①：国家公務員の給与制度
第11講 公務員制度②：各国の公務員制度、開放型任用制と閉鎖型

任用制
第12講 公務員制度③：戦前の官吏制度、キャリアとノンキャリア
第13講 公務員制度④：事務官と技官、天下り
第14講 公務員制度⑤：国家公務員の義務、分限処分と懲戒処分

履修の注意点
この講義を履修するにあたっては、行政学の素養を広く身につけ

るため、「行政理論基礎」を受講することが望ましい。

準備学習の内容
日常の生活の中のあらゆる場所と場面に「行政」は関与している。

公務員がいるところだけが「行政の現場」ではない。日常生活の中
にどのように行政が関与しているか、しっかりアンテナを立ててお
くこと。それによって、行政学をより実のある形で深く理解できる。

また、行政についての基礎的な知識・理論を学ぶ教科であること
から、ノートをもとにしっかりと復習し、知識を定着させること。

教科書
とくに指定しない。

参考書
中邨章『感染症危機管理と自治体』ぎょうせい、2023年。
真渕勝『行政学〔新版〕』有斐閣、2020年。
石見豊『日本の公共経営』北樹出版、2014年。

課題に対するフィードバックの方法
授業中に実施する小テストに学生のコメント欄（記入任意）を設け、
教員からフィードバックを行う。共有すべきと判断した質問やコメ
ントについては「お知らせ」機能を使用して共有する。

成績評価の方法
原則として毎回の授業で実施する小テスト30%、期末試験70%で評

価する。
希望者には、「期末試験より前」の時点で課題図書レポートを課す

予定である。

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）POL221J

行政理論基礎
2単位

1・2年次

教授 西 村 弥

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標》

「行政の肥大化」が指摘され、数次にわたる行政改革が行われてき
たにもかかわらず、わが国行政の果たす役割は拡大を遂げてきた。規
制改革が進められる一方で、一年間に数百の許認可が新設されてい
る。行政機関の長である総理とその閣僚たちに対する注目度は、国会
両院の議長や委員長の比ではない。本講義では、行政についての基礎
的な知識を身につけることはもちろんのこと、これからの行政に求め
られる役割や、無数の行政批判論や擁護論の当否について、自ら考え
る力をつけることを目標とする。

《授業の概容》
行政理論基礎では、行政機関の「活動」について理論と実際の両面

から光をあてる。最新の動向にも配慮しながら、わが国の行政におい
て、政策、ヒト（定員）、カネ（予算決算）がこれまでどのように運
用・管理されてきたのか概観する。最後に、改革の対象として注目さ
れてきた特殊法人や独立行政法人等の外郭団体との関係、および、行
政改革を支える理論的動向について理解を深める。

授業内容
第1講 行政理論基礎では何を学ぶか?（行政の商品＝政策）
第2講 政策形成①：政策課題の設定と担当者、「政策の窓」理論
第3講 政策形成②：私的諮問機関、審議会と稟議制
第4講 政策形成③：政策立案とヨコの調整、次官連絡会議と官房副

長官（事務）
第5講 政策形成④：内閣と大臣、閣議とその実態
第6講 政策形成⑤：政務調査会と事前審査、国会審議の形骸化
第7講 政策形成⑥：政行二分論と政行融合論、政策形成と政官関係
第8講 人事・定員①：日本の公務員数、二つある「人事」機関
第9講 人事・定員②：総定員法とその効果、定員管理と省内人事
第10講 予算・決算①：予算の種類、予算編成のプロセス
第11講 予算・決算②：予算編成における課題、骨太の答申と入札制

度
第12講 予算・決算③：3つのEと会計検査院、決算の課題
第13講 企画と実施の分離①：NPM、特殊法人と独立行政法人
第14講 企画と実施の分離②：民営化・特殊会社とは、完全民営化と

privatization

履修の注意点
この講義を履修するにあたっては、行政学の素養を広く身につける

ため、「行政学基礎」を受講することが望ましい。

準備学習の内容
日常の生活の中のあらゆる場所と場面に「行政」は関与している。

公務員がいるところだけが「行政の現場」ではない。日常生活の中に
どのように行政が関与しているか、しっかりアンテナを立てておくこ
と。それによって、行政学をより実のある形で深く理解できる。

また、行政についての基礎的な知識・理論を学ぶ教科であることか
ら、ノートをもとにしっかりと復習し、知識を定着させること。

教科書
とくに指定しない。

参考書
中邨章『感染症危機管理と自治体』ぎょうせい、2023年。
真渕勝『行政学〔新版〕』有斐閣、2020年。
石見豊『日本の公共経営』北樹出版、2014年。

課題に対するフィードバックの方法
授業中に実施する小テストに学生のコメント欄（記入任意）を設け、
教員からフィードバックを行う。共有すべきと判断した質問やコメン
トについては「お知らせ」機能を使用して共有する。

成績評価の方法
原則として毎回の授業で実施する小テスト30%、期末試験70%で評

価する。
希望者には、「期末試験より前」の時点で課題図書レポートを課す

予定である。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）SOC211J

社会学Ａ【2022年度以降入学者】
社会学【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

教授 鍾 家 新

授業の概要・到達目標
《授業の概要》

社会学は社会科学の一つであり、近代以降の社会を中心に研究す
る学問である。この授業では、社会学の由来・研究対象・基本概
念・研究方法・視点・考え方、政治・統治、言語共同体、植民地・
異文化などにたいする応用分析を中心に、社会学という学問の考え
方・特徴・分析手法と近現代社会の仕組みを説明していく。

《授業の到達目標及びテーマ》
この授業の到達目標は、＜1＞社会学の基礎知識、＜2＞社会学

的想像力、＜3＞日中社会など現代社会の比較分析能力、＜4＞自
己分析力と自己相対化力、を身につけさせていくことである。

この授業のテーマは、＜1＞社会学の誕生の背景・研究対象・基
本概念・研究方法・社会学の考え方を基礎から学ぶことと、＜2＞
近代国家と最高権威の再構築、＜3＞自国言語の廃止論からみた非
西洋近代化の苦悩、＜4＞台湾統治をめぐる後藤新平の中国認識と
日本認識など、具体的な社会現象を分析することである。これらを
分析することによって、社会学という学問体系の概要を習得し、①
日中の近代化における表と裏、②現代社会における個人と社会の関
係の本質を探る。社会学と現代社会への認識を深めることは自己認
識を深めることである。

授業内容
第1回：社会学の定義
第2回：社会学の価値と意義
第3回：社会学の研究対象(1)
第4回：社会学の研究対象(2)
第5回：社会学の基本概念
第6回：社会学の研究方法
第7回：政治・統治Ⅰ：天皇と天皇制
第8回：政治・統治Ⅱ：毛沢東と中国共産党体制
第9回：政治・統治Ⅲ：日本と中国の最高権威の異同とゆくえ
第10回：言語共同体Ⅰ：日本の近代化における漢字廃止論・日本語

廃止論・日本語賛美論
第11回：言語共同体Ⅱ：中国の近代化における漢字廃止論・中国語

廃止論・中国語賛美論
第12回：言語共同体Ⅲ：言語と社会凝集力
第13回：植民地・異文化Ⅰ：台湾統治をめぐる後藤新平の中国認識

と日本認識
第14回：植民地・異文化Ⅱ：後藤新平の台湾統治策
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
学習効果の向上のため、「社会学A」・「社会学B」という両科目を併
せて履修したほうが望ましい。

準備学習の内容
事前に、配布した資料と教科書の該当箇所を読むこと。授業後、復
習すること。

教科書
『社会凝集力の日中比較社会学』鍾家新（ミネルヴァ書房）2016年。

参考書
〈1〉『自殺論－社会学研究』E．デュルケム著、宮島喬訳（中公文
庫）。

〈2〉『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』M．ウェー
バー著、大塚久雄訳（岩波文庫）。

〈3〉『社会学の根本問題－個人と社会』G．ジンメル著、清水幾太
郎訳（岩波文庫）。

〈4〉『社会学』A・ギデンズ著、内田健他訳（而立書房）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
①平常点と②期末の筆記試験によって評価する。

その他

科目ナンバー：（PE）SOC211J

社会学Ｂ【2022年度以降入学者】
社会学【2021年度以前入学者】

2単位

1・2年次

教授 鍾 家 新

授業の概要・到達目標
《授業の概要》

社会学は社会科学の一つであり、近代以降の社会を中心に研究する学問
である。この授業では社会学という学問の基礎を創った、E.デュルケム、
M.ウェーバー、G.ジンメルという三巨匠のそれぞれの経歴・社会学の特
徴・代表作を学習し、社会学の基本的な考えにたいする理解をさらに深め
る。また、貧困・福祉、移民・エスニシティ、国家・国民などを中心に現
代社会の仕組みや個人と社会との関係について、社会学という分析手法で
説明していく。
《授業の到達目標及びテーマ》
この授業の到達目標は、＜1＞社会学の基本的な視点・考えに基づく理

解力、＜2＞現代社会を総合的に分析する力、＜3＞現代社会、とくに日
本社会と中国社会に関する国際比較分析を行う力、を身につけさせていく
ことである。

この授業のテーマは、＜1＞E.デュルケム、M.ウェーバー、G.ジンメル
という三巨匠のそれぞれの経歴・社会学の特徴・代表作を学ぶことと、＜
2＞日中の社会保障の構築と伝統文化、＜3＞在日華僑華人にとっての＜
日本＞と＜中国＞、＜4＞中国残留孤児にとっての＜中国＞と＜日本＞な
ど、具体的な社会現象を分析することである。これらを分析することに
よって、社会学の視点と考え方をさらに習得し、日中の近代化における表
と裏、現代社会における個人と社会の関係の本質を探る。社会学と現代社
会への認識を深めることは自己認識を深めることである。

授業内容
第1回：E.デュルケムの経歴・代表作・社会学の特徴
第2回：社会学の名著〔1〕：E.デュルケム『自殺論－社会学研究』主な

視点・考え方
第3回：貧困・福祉Ⅰ：中国の社会保障制度の構築・運営と「伝統文化」
第4回：貧困・福祉Ⅱ：中国の「伝統文化」への社会保障体系化の影響
第5回：貧困・福祉Ⅲ：日本の社会保障制度の構築と「伝統文化」
第6回：M.ウェーバーの経歴・代表作・社会学の特徴
第7回：社会学の名著〔2〕M.ウェーバー『プロテスタンティズムの倫

理と資本主義の精神』の主な視点・考え方
第8回：移民・エスニシティⅠ：在日華僑華人の形成とエスニックの特徴

の「利用」「隠滅」
第9回：移民・エスニシティⅡ：在日華僑華人の老い・死と故郷喪失・故

郷探し
第10回：G.ジンメル経歴・代表作・社会学の特徴
第11回：社会学の名著〔3〕：G.ジンメル『社会学の根本問題－個人と社

会』の主な視点・考え方
第12回：国家・国民Ⅰ：「中国残留孤児」の創出と召還
第13回：国家・国民Ⅱ：「中国残留孤児」の老後
第14回：国家・国民Ⅲ：日中のはざまで生きる「中国残留孤児」
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
学習効果の向上のため、「社会学A」・「社会学B」という両科目を併せて履
修したほうが望ましい。

準備学習の内容
事前に、配布した資料と教科書の該当箇所を読むこと。授業後、復習する
こと。

教科書
『社会凝集力の日中比較社会学』鍾家新（ミネルヴァ書房）2016年。

参考書
〈1〉『自殺論－社会学研究』E．デュルケム著、宮島喬訳（中公文庫）。
〈2〉『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』M．ウェーバー
著、大塚久雄訳（岩波文庫）。

〈3〉『社会学の根本問題－個人と社会』G．ジンメル著、清水幾太郎訳
（岩波文庫）。
〈4〉『社会学』A・ギデンズ著、内田健他訳（而立書房）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
①平常点と②期末の筆記試験によって評価する。

その他
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科目ナンバー：（PE）SOC261J

ジャーナリズム論
2単位

1・2年次

教授 水 野 剛 也

授業の概要・到達目標
本講の目的は、ジャーナリズム、つまりマス・メディアがになう多くの役割のなかでと

くにニュースの報道や時事問題についての解説や論説に焦点をしぼり、その特質や問題点
を総合的に論じることである。本講であつかう媒体は、新聞や雑誌などの活字メディアを
中心とするが、写真・テレビ・ラジオ・インターネットなども含む。ただし、ニュースの
報道や評論・論説活動に直接関わらないものは、基本的に除外する。

本講は、ジャーナリスト養成のためのハウツー・テクニックを教えるものではない。し
かし、本講を受講することで、我々の日常生活のなかでいかにジャーナリズムが重要な役
割を果たしているか、そしてその重要性ゆえに、我々はどのような心構えでジャーナリズ
ムに接するべきかについて考えを深めることができるはずである。これは、将来ジャーナ
リズム活動に携わる者にとっても、そうでない大多数の受け手にとっても、同じように重
要である。

授業内容
大まかに、ジャーナリズムの定義、ジャーナリズムのおこり、ジャーナリストという職

業の特質、ジャーナリズムにおけるニュース価値、ジャーナリズムの倫理、ジャーナリズ
ムをめぐる最近の問題、の順で講義をすすめる予定である。毎回、当日の新聞を教材とし
て使用する。

より詳しいスケジュールは、課題などの情報とともにシラバスにまとめて初回で明らか
にする。受講希望者は、初回（9月21日）にはかならず出席すること。
第1回 本講の基本方針、具体的なスケジュールなど
第2回 メディア、マス・メディア、ニューズ・メディアの定義
第3回 ジャーナリズムの定義
第4回 ジャーナリズムのおこり（世界）
第5回 ジャーナリズムのおこり（日本）
第6回 ジャーナリストという職業 それはプロフェッションか？
第7回 ジャーナリズムの価値 ニュースとは何か 1（相対主義的アプローチ）
第8回 ジャーナリズムの価値 ニュースとは何か 2（社会学的アプローチ）
第9回 ジャーナリズムの倫理 1（規範論の源流）
第10回 ジャーナリズムの倫理 2（現代的な規範論）
第11回 ジャーナリズム日誌の発表
第12回 ジャーナリズムをめぐる最近の問題 1（学生、あるいは教員が選択する時事的

な諸問題）
第13回 ジャーナリズムをめぐる最近の問題 2（同上）
第14回 ジャーナリズム日誌の発表・提出、総括・総評、受講者アンケート、など

履修の注意点
受講希望者は、少なくとも次の諸点について了解しておかなければならない。

第1に、「コツコツ努力することが嫌い・苦手」という人、あるいは「楽に単位を取得し
たい」と考えている人は受講してはならない。単位取得のためには、相当の作業量が要求
されるからである。「そうはいっても、どうにかなるだろう」という甘い考えは通用しな
い。試験での一発逆転も不可能である。

第2に、少なくとも新聞（一般紙）を1紙定期購読しなければならない。毎授業で当日
の新聞を教材として使用し、受講者にコメントを求めるほか、「ジャーナリズム日誌」
をつけることを義務づける。

第3に、頻繁に欧米のジャーナリズムの理論・事例を参照するので、英文の板書が多くな
る。そして、いちいち訳文は書かない。

なお、本講は出席と授業参加を重視するため、欠席が多くなることが予想される者（と
くに就職活動を予定する者など）は、はじめから受講すべきでない。本講は、特定の受
講者を優遇しない。全員を平等にあつかう。したがって、追試なども実施しない。この
点、くれぐれも留意されたい。

準備学習の内容
事前・事後とも、積極的な授業参加を前提とした新聞閲読、および各自できる範囲での

追加的な学習を求める。
最大の課題である「ジャーナリズム日誌」の作成にあたっては、日常的な新聞閲読が必

須であることはもちろん、講義内容をふまえた考察・分析が求められる。
通常、予習・復習ともに、講義と同程度、あるいはそれ以上の時間・労力を要する。

教科書
テキストは使用しないが、受講者は最低1紙、新聞（一般紙）を定期購読しなければな

らない。
大学生を含む成人にとって、新聞閲読は最低限のたしなみである。毎授業に当日の新聞

と「ジャーナリズム日誌」を持参し、最近のニュースについてコメントしてもらう。

参考書
Bill Kovach and Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism (Guardian Books, 2003).
ビル・コヴァッチ、トム・ローゼンスティール、加藤岳文・斎藤邦泰訳、『ジャーナリ

ズムの原則』（日本経済評論社、2002年）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
その場限りの単発の試験ではなく、日々の継続的な努力と授業参加を重視する。した

がって、欠席は大きな失点となるが、かといって単に出席しただけで単位を与えることは
ない。くり返すが、日々の継続的な努力と積極的な参加が評価を大きく左右する。

最大の課題の1つは、新聞やテレビや雑誌などの報道機関に積極的に接し、それにもと
づいて「ジャーナリズム日誌」をつけることである。そのために主要日刊紙を最低1紙は
講読しなければならない。毎回、数名をランダムにあて、最近起こった時事問題やそのな
かでジャーナリズムに関わる事象について意見を尋ねるため、日誌と当日の朝刊を持参し
なければならない。

さらに、最近のジャーナリズム動向に関するエッセー、あるいはペーパーを講義中に課
す。

評価の配分は、おおまかに、「ジャーナリズム日誌」＝40％、講義中の課題（エッ
セー・ペーパーなど）＝40％、その他＝20％程度とする。

いずれにせよ、内容は決して簡単なものではなく、多大な努力が要求され、しかも評価
は厳しい。受講にあたっては相当の覚悟をもつことが必要である。

その他

科目ナンバー：（PE）SOC261J

メディアコミュニケーション論
2単位

1・2年次

教授 竹 下 俊 郎

授業の概要・到達目標
現代は「メディア依存社会」である。テレビ、新聞・雑誌、書

籍、映画などの伝統メディア、そして、Webサイトやソーシャル
メディアなどのネットメディア－－。われわれは情報メディアが環
境と化した世界で生活している。では、こうしたさまざまなメディ
アを利用して情報を受容し、あるいは発信を行うことは、人間に
とってどのような可能性や問題をもたらしているのだろうか。本講
義ではこの問題を考えてみたい。多様なタイプのメディアコミュニ
ケーションが、個人や社会に対してどのような機能や影響を及ぼす
かについて理解を深め、かつメディアコミュニケーション研究とい
う学問領域への関心を高めることが本講義の目標である。とくに、
政治経済学部のカリキュラムの一環として、現代社会の政治行動や
経済（とくに消費）行動にメディアがどう関わっているかという問
題へと受講生の興味を促したい。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 メディアの発達史
第3回 メディアと現実構成
第4回 メディアと大衆社会
第5回 対人コミュニケーション
第6回 広告コミュニケーション(1)
第7回 広告コミュニケーション(2)
第8回 電話コミュニケーション
第9回 インターネットの発達
第10回 ソーシャルメディアという〈場〉
第11回 国際世論と対外発信
第12回 イノベーションの普及
第13回 メディアリテラシーとは
第14回 国際PR戦の時代

履修の注意点
原則として、毎回の授業用資料を事前にOh-o! Meijiの本科目の

ページに掲載するので、受講生はそれらをプリントアウト等閲覧可
能な状態にして、授業に持参してほしい。

準備学習の内容
この講義を受けるにあたっては、予習よりも復習に重点を置いて

ほしい。授業の中で関心を持ったトピックについて、紹介された文
献やオンラインの資料等でさらに追究することを勧める。

教科書
特に指定しない。

参考書
『図説 日本のメディア〔新版〕』 藤竹暁・竹下俊郎（編）（NHK

出版、2018）
その他、各論についての文献は授業中に指示。

課題に対するフィードバックの方法
授業中に口頭で、もしくは Oh-o! Meiji 経由で行う。

成績評価の方法
筆記試験 50％
レポート 25％
授業への参加度 25％

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）ECN111J

マクロ経済学
4単位

1・2年次

教授 八 木 尚 志

授業の概要・到達目標
マクロ経済学の入門的な内容について講義を行います。講義を大きく3つに分け、第1に経済全体の捉え方（国民経済計算の基礎）、第2に

国民所得の決定理論に関する基礎理論（静学マクロモデル）、第3にインフレーション、景気循環、経済成長などの時間を通じたマクロ経済の
動きについて説明します。マクロ経済の把握の方法とそのメカニズムを理解するための様々な理論を初学者に修得してもらうことが、この講
義の目的です。

授業内容
第1回 経済学を学ぶにあたって、マクロ経済学について
第2回 産業連関表と産業連関分析
第3回 国民所得勘定
第4回 国民所得勘定
第5回 貨幣と金融
第6回 物価、貨幣数量説
第7回 古典派経済モデル
第8回 古典派経済モデル
第9回 ケインズの消費関数
第10回 単純なケインズモデル（45度線モデル）：国民所得の決定
第11回 単純なケインズモデル：乗数効果
第12回 単純なケインズモデルと古典派モデルの相違
第13回 流動性選好理論
第14回 IS-LMモデル：IS曲線
第15回 IS-LMモデル：LM曲線
第16回 IS-LMモデル：国民所得と利子率の決定
第17回 中間テスト（第1回目）
第18回 総需要（AD）総供給（AS）モデル
第19回 総需要（AD）総供給（AS）モデル
第20回 フィリップス曲線
第21回 失業とインフレーションの理論
第22回 失業とインフレーションの理論
第23回 中間テスト（第2回目）
第24回 ハロッド＝ドーマーの経済成長モデル
第25回 国際収支、ISバランス
第26回 購買力平価、金利平価
第28回 オープン・マクロモデル

履修の注意点
・出席をするようにしてください。
・1時限の授業がありますが、遅刻をしないようにしてください。

準備学習の内容
次回の講義・内容について授業やOh-o! Meijiで指示します。
事前学習については、テキストで次の授業範囲を読んでください。
事後学習については、中間テスト2回と期末テストに合わせて復習をしてください。

教科書
西村和雄・八木尚志著『経済学ベーシックゼミナール』実務教育出版

参考書
西村和雄・友田康信『経済学ゼミナール上級編』実務教育出版

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（授業での確認）及び中間テスト（60％程度）、期末テスト（40％程度）

その他
予習・復習を十分に行い、マクロ経済学の内容と理論構造を理解してください。
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科目ナンバー：（PE）ECN111J

マクロ経済学
4単位

1・2年次

教授 平 口 良 司

授業の概要・到達目標
マクロ経済学とは、国・地域全体の経済が動く仕組みや、その動きに経済政策が与える影響を分析する研究分野です。本講義ではこのマク

ロ経済学の基礎を学びます。GDP、消費、投資といった経済指標の持つ意味を理解すること、そして経済の動きや政策の効果を、モデルを
使って主体的に分析できるようになることが到達目標です。

授業内容
第1回目 マクロ経済学とは何か/資産価格の決まり方
第2回目 国内総生産(1) 3面等価の原理
第3回目 国内総生産(2) 実質と名目の違い
第4回目 景気・物価統計
第5回目 雇用統計
第6回目 金融市場
第7回目 貨幣の機能
第8回目 中央銀行の役割
第9回目 財政（1） 予算
第10回目 財政（2） 税制と国債
第11回目 消費の決まり方
第12回目 乗数理論
第13回目 投資の決まり方
第14回目 財市場・貨幣市場の均衡
第15回目 財政金融政策の効果の分析
第16回目 総需要曲線
第17回目 労働市場の分析
第18回目 総需要・総供給分析
第19回目 経済成長の決定要因
第20回目 経済成長モデルの分析
第21回目 インフレとデフレ
第22回目 経常収支と為替レート
第23回目 開放経済における国内総生産の決まり方
第24回目 経済格差の経済分析
第25回目 消費のライフサイクル仮説
第26回目 産業連関分析
第27回目 日本のマクロ経済の課題
第28回目 まとめ

履修の注意点
ミクロ経済学と同様、マクロ経済学は基礎からの積み重ねの学問ですので、授業の欠席をしないようにしてください。

準備学習の内容
授業中に配布する練習問題にしっかり取り組んでください。テレビや新聞の経済ニュースに関心を持つようにしてください。産業連関分析に
おいては簡単な行列やベクトルの知識があるとより理解が深まるでしょう。数学的知識についても授業後復習してください。

教科書
マクロ経済学（平口良司・稲葉大著、有斐閣ストゥディア）

参考書
『経済学のための線形代数』（平口良司著、浅倉書店）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
中間試験（20%）と期末試験（80%）によって評価します。

その他
私語はしないようにしてください。
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科目ナンバー：（PE）ECN111J

マクロ経済学
4単位

1・2年次

教授 小 林 和 司

授業の概要・到達目標
明治大学に入学された1年生を主たる対象とした必修科目である。入学した安堵感、期待感、さらには

入学してからの不安感などを抱えた学生に、これから経済を学ぶ上での基礎を築き、一つの
道標となるような講義が目標である。

授業内容
第1回 マクロ経済学の歴史
第2回 マクロ経済学の基本概念
第3～8回 国民所得
第9・10回 物価
第11・12回 金利
第13・14回 外国為替相場
第15・16回 貨幣供給量
第17～19回 IS・LM分析
第20・21回 AD・AS分析
第22～25回 インフレと失業
第26～28回 経済成長

履修の注意点
教科書は、このページの教材欄を通じて配布する。授業前に紙に印刷してメモをとりながら講義を聴くのも
一つであるし、タブレットなどを通じて教科書を見ながら聴くのも一つである。

1週間に同一曜日2時間連続の講義であるので、欠席した時には次回の講義前に教科書の
該当箇所を読んでから参加することが望ましい。

教科書以外には、板書事項に加えてプリント類を配布する可能性はある。欠席して受け取る
ことができなかった学生には、出席していた学生から当該物をコピーさせてもらうことを願う。

準備学習の内容
予習や復習は本人のやる気次第である。

教科書
このページの教材欄を通じて配布する。

参考書
講義の中で適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
現時点において授業期間中に課題提出を求めることは考えていない。

成績評価の方法
出席を取る場合があるが、出席状況を点数化して評価に組み入れることはしない。
あくまで、期末試験の成績のみで成績評価を行う。

その他

─ 191 ─



科目ナンバー：（PE）ECN111J

マクロ経済学
4単位

1・2年次

教授 武 田 巧

授業の概要・到達目標
本講義は、経済の仕組みをこれから本格的に学ぼうとしている初学者を対象としたマクロ経済学の入門講義である。従って、経済学に関する事前知識を何ら前提とせずに、ともすれば抽象的で

難解になりがちなマクロ経済学の基本的な概念や基礎知識を、身近な具体例を多用しながら分かりやすく説明することに努めていく。GDP とは何か。何が一国の GDP を決めるのか。日本の財政
赤字はなぜ膨らんでいったのか。日銀はなぜ低金利政策を維持しているのか。中国の貿易収支はなぜ黒字なのか。新型コロナは日本経済、世界経済をどう変えるのか。反対に、米国はなぜ貿易収
支が赤字なのか。金融危機はなぜ生じるのか。インフレ、デフレはなぜ生じるのか。多くの途上国はなぜ経済発展できずにいるのか。すべてがマクロ経済学の扱う問題である。履修者が現代社会
における経済の仕組みや役割を把握し、様々な経済現象に対する理解を深め、問題解決の方法を自ら考えることができるようになることを、本講義は目指している。

到達目標としては、「ミクロ経済学」とあわせて履修することで、受講者が広範な経済関連科目を理解できるだけの基礎力を身に付け、経済的思考法に慣れ、『日本経済新聞』を読めるようにな
り、そして経済学検定試験で B＋を獲得することを目指している。

授業内容
講義は、後述の教科書に沿って、以下の様に進める予定。

第1回：イントロダクション
第2回：マクロ経済学とは1
第3回：マクロ経済学とは2
第4回：GDP と経済指標の見方1
第5回：GDP と経済指標の見方2
第6回：GDP の決定1
第7回：GDP の決定2
第8回：消費と投資1
第9回：消費と投資2
第10回：中間総括1
第11回：貨幣の需要と供給1
第12回：貨幣の需要と供給2
第13回：IS-LM 分析1
第14回：IS-LM 分析2

第15回：IS-LM 分析3
第16回：経済政策の有効性1
第17回：経済政策の有効性2
第18回：中間総括2
第19回：オープン・マクロ経済1
第20回：オープン・マクロ経済2
第21回：オープン・マクロ経済3
第22回：労働市場と総需要・総供給1
第23回：労働市場と総需要・総供給2
第24回：インフレーションと失業1
第25回：インフレーションと失業2
第26回：経済成長1
第27回：経済成長2
第28回：全体総括

履修の注意点
マクロ経済学とミクロ経済学は、経済を理解するうえでの両輪であり、経済学科生のみならず、両方を履修することが望ましい。両科目への理解はすべての経済関連科目の基礎となり、その基

礎が無ければ、応用科目の理解は不可能となる。この際、是非、真剣に取り組んで欲しい。さすれば、日々の経済に対する理解が格段に深まるはずである。加えて是非お勧めしたいのが、『日本経
済新聞』などの経済紙/誌を日々読み続けることである。マクロでも、ミクロでも、経済学を理解するには現実の経済がどう動いているかを知る必要があるが、その点で、新聞は格好の教材にな
る。また、英語力向上や留学を目指しているのなら、The Wall Street Journal もお薦めする。政治経済学部は希望者に無料購読の機会を提供しているので、是非、挑戦して欲しい。政治経済学部生
だけの特権である。さらに、経済学はもちろんだが、あらゆる分野で数学および統計学の重要性が高まっている。経済学部/学科の必修科目は世界中でマクロ、ミクロ、統計学、計量経済学と決
まっており、世界中どこへ行っても、こうした科目の理解がいまや必須となっている。本講義では高度な数学的知識を前提とはしないものの、数学、統計学、そして計量経済学の知識を身に付け
ることを勧める。また、昨年度から全学で始まったデータサイエンス科目の履修も同様である。

なお、本講義では、教科書の進行に合わせて、Oh-o! Meiji に課題や練習問題を開示している。各自挑戦することで、経済そして経済学に対する基本的知識と考え方をより確かなものにできるは
ずとの考えからである。

準備学習の内容
毎回の予習としては、教科書、Oh-o! Meiji にアップロードする講義資料を事前に読むこと。復習としては、下記教科書の出版社 WEB サイトにて無料閲覧可能な10分間ミニテスト、教科書各章

末問題、
http://www.jikkyo.co.jp/download/detail/105/7874960106
およびOh-o! Meiji にて閲覧可能な各種問題を通じて理解力を高める。

教科書
山田久、武田巧他『入門マクロ経済学』実教出版。
上記出版社 WEB サイトにて無料閲覧可能な教科書各章末問題の解答と解説、各章の10分間ミニテスト。
Oh-o! Meiji にて閲覧可能な各種問題。

『日本経済新聞』。

参考書
N.G．マンキュー『マンキュー経済学IIマクロ編』東洋経済新報社。
J.E．スティグリッツ『マクロ経済学』東洋経済新報社。
P.A．クルーグマン、R．ウェルズ『クルーグマン マクロ経済学』東洋経済新報社。
D.アセモグル、D. レイブソン、J. リスト『マクロ経済学』東洋経済新報社。
中谷巌『マクロ経済学入門第5版』日本評論社。
伊藤元重『マクロ経済学』日本評論社。
なお、数学を苦手とする場合は、下記参考書を勧める。
E・ドウリング『例題で学ぶ入門・経済数学（上）（下）』シーエービー出版。
その他、必要に応じて紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
本講義で実施する中間試験、期末試験、小テストは後日、解答、成績をいずれもOh-o! Meijiにて開示する。成績は受講者の氏名を伏せたうえで、学生番号で閲覧可能にする。尚、小テストの場

合は解説も加え、その後の中間試験と期末試験対策とする。更に、Oh-o! Meiji に掲載する諸問題にも、講義の進行に合わせて、解答と解説を開示する。
その他、Oh-o! Meijiのディスカッション欄は常時開放し、質問を受け付ける。

成績評価の方法
中間試験2回（各25%）、期末試験（50%）の合計によって評価する。ただし、短時間の基本的理解を問う小テスト（最低5回）も予定している。なお、中間試験を止むを得ない事情で受験でき

ない場合は、医師による診断書、体育会部長による対外試合などのための欠席願いなど、書面による欠席届を速やかに持参するとともに、別途指定するテーマ、形式、提出方法によるレポートを
Oh-o! Meiji を通じて直接電子的に提出してもらう予定。期末試験を受験できない場合は特別試験を申請すること。

その他
以下の点を心しておくこと。
1．出席せずして単位認定は有り得ない。
2．現実の経済動向を把握するために、常に新聞を読むこと。
3．講義中は最低限のマナーを守ること。次の点は特に順守のこと。

a．勝手なおしゃべりはしない。
b．スマホ、携帯電話はマナー・モードにしておく。
c．教室をむやみに出入りしない。

4．上記マナーを守らない場合は、退室を命じ、以後受講を認めない。
5．試験にて不正行為を行った者には単位を認定しない。
6．定期試験対策問題、定期試験問題解答、休講連絡など講義に関わる連絡事項は、Oh-o! Meiji により通知する。連絡事項が PC ないしスマホや携帯電話に転送されるように設定を済ませておく
こと。
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科目ナンバー：（PE）ECN111J

マクロ経済学
4単位

1・2年次

准教授 盛 本 圭 一

授業の概要・到達目標
前半は、国民経済計算、経済成長、貯蓄と投資、開放経済に関する基礎知識を概説する。受講者が重要なマクロ経済変数の定義・性質・動向
について説明できるようになることを目指す。
後半は、貨幣経済の基礎、IS-LM分析、AD-AS分析に関する理論と現実への応用を紹介する。受講者が実際の景気変動と経済政策について自
ら意見を述べられるようになることを目指す。

授業内容
第1回 経済活動の水準（1）〈GDP統計〉
第2回 経済活動の水準（2）〈名目GDPと実質GDP＞
第3回 一般物価水準
第4回 演習（1）〈GDP・一般物価水準＞
第5回 経済成長（1）＜経済成長に関する事実＞
第6回 経済成長（2）＜新古典派成長モデル＞
第7回 経済成長（3）＜経済成長のエンジン＞
第8回 演習（2）＜経済成長＞
第9回 貯蓄と投資（1）＜貯蓄の決定＞
第10回 貯蓄と投資（2）＜投資の決定＞
第11回 開放経済（1）＜国際収支＞
第12回 開放経済（2）＜開放マクロ経済学＞
第13回 演習（3）＜貯蓄と投資・開放経済＞
第14回 前半のまとめと質疑応答（モジュールaのみ）

第15回 貨幣経済（1）＜中央銀行と貨幣＞
第16回 貨幣経済（2）＜貨幣市場の分析＞
第17回 貨幣経済（3）＜インフレーション＞
第18回 演習（4）＜貨幣経済＞
第19回 総需要の決定（1）＜45度線モデル＞
第20回 総需要の決定（2）＜IS-LMモデル＞
第21回 総需要の決定（3）＜財政・金融政策のIS-LM分析＞
第22回 演習（5）＜総需要の決定＞
第23回 景気変動（1）＜AD-ASモデル＞
第24回 景気変動（2）＜財政・金融政策のAD-AS分析＞
第25回 景気変動（3）＜景気変動のAD-AS分析＞
第26回 失業、財政の持続可能性
第27回 演習（6）＜景気変動・失業・財政＞
第28回 後半のまとめと質疑応答（モジュールaのみ）

履修の注意点
毎回の講義では、受講者が下記の準備学習をこなしていることを前提に解説する。高校レベルの数学は多用するので、よく学習してから受講
すること。

準備学習の内容
指定教科書の該当範囲を事前に一読し、疑問点・不明点を整理して授業に臨むこと（予習していることを前提に講義する）。

教科書
二神孝一『マクロ経済学入門』（第3版、2017、日本評論社）

参考書
特になし。

課題に対するフィードバックの方法
Oh-o!Meijiのコメント機能を利用した対応および課題内容に関する授業内講評の実施

成績評価の方法
2回の課題レポート（各20%、計40%）と期末試験（60%）により評価する。

その他
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科目ナンバー：（PE）ECN111J

ミクロ経済学
4単位

1・2年次

講師 井 上 朋 紀

授業の概要・到達目標
まず、独占や寡占の不完全競争市場の分析をする。寡占市場のモデルとして、（1）企業が同時に生産量を決めるクールノー競争、（2）企業が同時に価格を決めるベルトラ

ン競争、（3）1つの企業が先に生産量を決め、もう1つの企業がその生産量を観察してから自分の生産量を決めるシュタッケルベルク競争、（4）2企業がクールノー競争を
無限回くり返す状況を扱う。（1）と（2）は戦略型ゲーム、（3）は展開型ゲーム、（4）は無限回くり返しゲームとして記述することになるので、ゲーム理論も扱う。

次に、すべての消費者が価格を所与として扱うような完全競争的な交換経済の分析をする。消費者の行動を定式化し、需要ベクトル（最適消費計画）を求める。
最後に、それぞれの消費者が所与としていた価格がどのような水準に決まるかについて見る。ワルラス的な見方は、すべての消費者について集計した総需要と総供給が等し

くなる水準に価格が決まる。需給が一致した状態であるワルラス均衡が社会的に望ましい性質をもつことを意味する厚生経済学の基本定理を扱う。
この講義を通して、現実の経済をどのようにモデル化し、どのような方法で分析するかについて学んでもらいたい。2年生以降、経済政策論、国際貿易論、産業組織論と

いった応用分野を重点的に勉強していく場合でもミクロ経済学は重要である。理論的な基礎を習得するだけでなく、応用例を通してミクロ経済学の使い方に慣れるのが目的で
ある。

授業内容
第1回：ガイダンス、独占市場のモデル
第2回：独占企業の生産量の決定
第3回：需要の価格弾力性、独占や寡占になる理由
第4回：クールノー競争
第5回：戦略型ゲームのナッシュ均衡
第6回：戦略型ゲームのナッシュ均衡の例、製品差別化のないベルトラン競争
第7回：製品差別化のないベルトラン競争の一意性、製品差別化のあるベルトラン競争
第8回：シュタッケルベルク競争、展開型ゲーム、部分ゲーム完全均衡
第9回：展開型ゲームの部分ゲーム完全均衡の例、バックワードインダクション
第10回：無限回くり返しゲームの部分ゲーム完全均衡
第11回：クールノー競争の無限回くり返しゲーム
第12回：完全競争市場モデル
第13回：消費者行動1：消費者の特徴づけ、効用函数と選好関係
第14回：消費者行動2：効用函数の序数性、限界代替率
第15回：消費者行動3：限界代替率の意味、選好の凸性と限界代替率逓減の法則
第16回：消費者行動4：需要ベクトルの求め方
第17回：中間試験
第18回：消費者行動5：所得消費曲線、上級財と下級財
第19回：消費者行動6：エンゲル曲線、必需財と奢侈財、需要の所得弾力性
第20回：消費者行動7：粗代替財と粗補完財、通常財とギッフェン財
第21回：消費者行動8：支出最小化問題と補償需要ベクトル、代替効果と所得効果
第22回：消費者行動9：スルツキー方程式、労働供給の決定
第23回：市場均衡1：一般均衡分析、エッジワース・ボックス経済の記述
第24回：市場均衡2：エッジワース・ボックス経済のワルラス均衡、ワルラス均衡を求め方
第25回：市場均衡3：パレート効率性、厚生経済学の第1基本定理
第26回：市場均衡4：厚生経済学の第2基本定理
第27回：市場均衡5：エッジワース・ボックス経済と完全競争、オーマン＝ペレグの例
第28回：市場均衡6：部分均衡分析、消費者余剰

履修の注意点
分析に必要な数学については授業中に最低限の内容について講義するが、それだけでは自分で計算できるようにならない。「数量経済分析」を履修することを強く勧める。
それぞれの講義では細かいことを扱うので、全体像のどの部分を学習しているのか常に意識すること。
週2コマあって進度が速いので、よく復習して分からないことを溜めないようにすること。
授業中に基本的な問題について数回小テストを実施する。

準備学習の内容
『ミクロ経済学演習第2版』の中から「解いてほしい問題」を知らせるので、それらの問題を解いて、理解を深めること。

教科書
『ミクロ経済学』 奥野正寛（編著）（東京大学出版会）2008年 （3850円）。
授業に出ずに独りで読み進めるには難しい。板書の内容で意味が通るようにするので、教科書を購入する場合は、授業を聞いてから読むことを勧める。講義は、教科書に書い
てある順序で行うわけではないので注意すること。

『ミクロ経済学演習第2版』奥野正寛（編）（東京大学出版会）2018年 （3080円）。
関連する問題を「解いてほしい問題」として知らせるので、それらの問題を解いて理解を深めること。

参考書
(1) 『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（編著）（日本評論社）2013年（2310円）。
(2) 『ミクロ経済学』 山崎昭（知泉書館）2006年（5060円）。
(3) 『ミクロ経済学の力』 神取道宏（日本評論社）2014年（3520円）。
1変数函数の微分や方程式のグラフを描くことに不安のある者には(1)を勧める。経済学でどのように使われるかの例題も多いので、授業内容の演習にもなる。教科書より
も、数学的により厳密に学びたい者には(2)を勧める。限界代替率の導出がより厳密であり、双対性（効用最大化と支出最小化の関係）についても書いてある。(3)は、理論
的な説明に加え、ミクロ経済学をどのように使うかを身近な多くの例で示している。(3)も読むことを全受講者に強く勧める。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
中間試験、期末試験、小テストで評価する。
中間試験や小テストの点数が高くても、期末試験を受験していない者には単位を認定しない。

その他
講義中は、携帯電話を鳴らさないこと、私語をしないこと、教室を頻繁に出入りしないこと、スマートフォンなどで撮影しないこと。
授業後の昼休みにオフィスアワーを実施する予定である。
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科目ナンバー：（PE）ECN111J

ミクロ経済学
4単位

1・2年次

教授 平 口 良 司

授業の概要・到達目標
ミクロ経済学とは、家計（世帯）や企業が市場においてどのような経済活動を行い、結果としてどのように品物の値段や生産量が決まるか

を分析する分野です。この授業では、ミクロ経済学の基礎を講義します。ミクロ経済学の基本的な考え方を用いて、経済における市場の役割
とその限界、そして市場経済における政策の果たす役割について理解することを到達目標とします。

授業内容
第1回目 経済学に必要な数学：1次関数、2次関数、グラフ、近似計算など
第2回目 経済学の原理
第3回目 比較優位と絶対優位
第4回目 比較優位の原理
第5回目 市場と需要・供給
第6回目 均衡価格と均衡数量
第7回目 価格規制の効果
第8回目 弾力性
第9回目 市場の効率性
第10回目 課税の費用
第11回目 国際貿易
第12回目 外部性
第13回目 公共財
第14回目 税制の設計
第15回目 消費者選択の理論（1） 予算制約式
第16回目 消費者選択の理論（2） 効用最大化問題
第17回目 消費者選択の理論（3） 上級財と下級財
第18回目 異時点間の消費の選択
第19回目 競争市場と企業
第20回目 独占と寡占
第21回目 独占的競争
第22回目 生産要素市場
第23回目 所得不平等と格差の理論
第24回目 ゲーム理論入門
第25回目 情報の非対称性
第26回目 労働と余暇の選択
第27回目 政治の経済分析
第28回目 一般均衡理論入門

履修の注意点
ミクロ経済学は基礎から応用への積み重ねの学問ですので、欠席をしないようにしてください。

準備学習の内容
予習の必要はありませんが、授業中に配布する練習問題に積極的に取り組んでください。

教科書
グレゴリー・マンキュー『マンキュー経済学Ⅰミクロ編』東洋経済新報社

参考書
井堀利宏『入門ミクロ経済学』新世社、平口良司『経済学のための線形代数』浅倉書店

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
中間試験（20%）と期末試験（80%）によって評価します。

その他
私語はしないようにしてください。
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科目ナンバー：（PE）ECN111J

ミクロ経済学
4単位

1・2年次

教授 浅 井 澄 子

授業の概要・到達目標
ミクロ経済学は、家計と企業の行動や市場メカニズムと政府の役割を考えるうえで重要な学問であり、本講義は2年次以降で経済学の応用科
目を学ぶにあたっての基礎科目という位置づけでもある。さまざまな社会現象を考察するには、論理的思考と評価の基軸が必要である。この
講義により、ミクロ経済学の基本的な考え方を身につけるとともに、経済現象への理解を深めることが目標である。入門科目であることから、
具体例や数値例を使い、重要事項にしぼって説明をし、全員が経済学の基礎理論を習得することを目指す。

授業内容
第1回目 ミクロ経済学の考え方
第2回目 経済モデル トレードオフと取引
第3回目 需要と供給（1） 需要曲線
第4回目 需要と供給（2） 価格弾力性・所得弾力性
第5回目 需要と供給（3） 供給曲線
第6回目 需要と供給（4） 市場均衡
第7回目 消費者行動（1） 効用と無差別曲線
第8回目 消費者行動（2） 予算制約
第9回目 消費者行動（3） 最適な消費
第10回目 消費者行動（4） 代替効果・所得効果
第11回目 企業行動（1） 生産関数
第12回目 企業行動（2） 費用関数の基本
第13回目 企業行動（3） 費用関数の導出
第14回目 企業行動（4） 利潤最大化の行動
第15回目 企業行動（5） 短期・長期の概念
第16回目 生産要素市場（1） 概要
第17回目 生産要素市場（2） 労働の需要と供給
第18回目 余剰分析（1） 基本
第19回目 余剰分析（2） 余剰分析の応用 一般均衡
第20回目 不完全競争（1） 独占企業の行動
第21回目 不完全競争（2） 独占市場の余剰分析
第22回目 不完全競争（3） 寡占市場 数量競争
第23回目 不完全競争（4） 寡占 ゲーム理論の基礎
第24回目 不完全競争（5） 寡占 価格競争 製品差別化
第25回目 市場の失敗（1） 外部性
第26回目 市場の失敗（2） 公共財
第27回目 情報の経済学
第28回目 まとめ

履修の注意点
講義は基本的に板書で行うが、数週間単位でパワーポイントの資料をOh-o! Meijiにアップロードする。授業では扱わなかった練習問題も含ん
でいるので、復習用に活用してほしい。出欠は取らないが、積み重ねが重要な科目であることから、欠席者は次回までに自分でその内容を
補っておくこと。

準備学習の内容
前回までの授業の内容を復習しておくこと。

教科書
嶋村紘輝（2005）『新版 ミクロ経済学』成文堂

参考書
教科書以外の参考書としては、以下のとおりである。
芦谷政浩（2009）『ミクロ経済学』、有斐閣
伊藤元重（2003）『ミクロ経済学 第2版』、日本評論社
神戸伸輔・寶多康弘・濱田弘潤（2006）『ミクロ経済学をつかむ』、有斐閣
クルーグマン・ウェルス（2007）『ミクロ経済学』、東洋経済新報社
西村和雄（1996）『現代経済学入門 ミクロ経済学』、岩波書店
マンキュー（2013）『マンキュー経済学 第3版 ミクロ編』、東洋経済新報社
吉田真理子・荒田映子（2013）『ミクロ経済学の理論と演習』、中央経済社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業中に15分くらいの小テストを2、3回程度、実施する。期末に行う筆記試験と小テストで評価し、評価のウエイトは期末試験で80％、小
テストで20％である。いかなる理由であっても、欠席者に対する小テストの再試験はない。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN111J

ミクロ経済学
4単位

1・2年次

教授 武 田 巧

授業の概要・到達目標
経済現象を大雑把に捉え、経済の基本的な動きを理解するには、経済理論、なかでも主に価格の決定を扱うミクロ経済学が必要不可欠となる。モノやサービスの価格はどの

ように決まるのか。限りある資源は一体どのように配分されるのか。そこにおいて、市場はいかなる役割を果たし得るのか。市場が機能することで、私たちはどのような社会
に到達し得るのか。それでは市場が機能しない場合はどうか。本講義では、身近な具体例を多用し、ともすれば抽象的で難解になりがちなミクロ経済理論を分かりやすく解説
する。受講者は本講義を通じて経済の基礎的な考え方を体系的に習得し、現代社会における経済の仕組みや役割、様々な経済現象に対する理解を深めることになる。

到達目標としては、「マクロ経済学」とあわせて履修することで、受講者が広範な経済関連科目を理解できるだけの基礎力を身に付け、経済的思考法に慣れ、『日本経済新
聞』を読めるようになり、そして経済学検定試験で B＋を獲得することを目指している。

授業内容
講義は、以下の様に進める予定。

第1回：イントロダクション
第2回：はじめにミクロ経済学で学ぶこと1
第3回：はじめにミクロ経済学で学ぶこと2
第4回：需要曲線と消費者行動1
第5回：需要曲線と消費者行動2
第6回：供給曲線と生産者行動1
第7回：供給曲線と生産者行動2
第8回：供給曲線と生産者行動3
第9回：供給曲線と生産者行動4
第10回：中間総括1
第11回：消費者行動の理論1
第12回：消費者行動の理論2
第13回：消費者行動理論の展開1
第14回：消費者行動理論の展開2

第15回：消費者行動理論の展開3
第16回：企業行動の理論1
第17回：企業行動の理論2
第18回：中間総括2
第19回：一般均衡と資源配分
第20回：ミクロ経済学の応用 国際経済学の基礎
第21回：独占の理論1
第22回：独占の理論2
第23回：市場の失敗1
第24回：市場の失敗2
第25回：市場の失敗3
第26回：ミクロ経済学の応用 ゲーム理論の基礎
第27回：ミクロ経済学の応用 不完全情報の経済学
第28回：全体総括

履修の注意点
マクロ経済学とミクロ経済学は経済を理解するうえでの両輪であり、経済学科生のみならず、両方を履修することが望ましい。両科目への理解はすべての経済関連科目の基

礎となり、その基礎が無ければ、応用科目の理解は不可能となる。この際、是非、真剣に取り組んで欲しい。さすれば、日々の経済に対する理解が格段に深まるはずである。
加えて是非お勧めしたいのが、『日本経済新聞』などの経済紙を日々読み続けることである。ミクロでもマクロでも、経済学を理解するには現実の経済がどう動いているかを
知る必要があるが、その点で新聞は格好の教材になる。また、英語力向上や留学を目指しているのなら、The Wall Street Journal もお薦めする。政治経済学部は希望者に無料
購読の機会を提供しているので、是非、挑戦して欲しい。政治経済学部生だけの特権である。さらに、経済学はもちろんだが、あらゆる分野で数学および統計学の重要性が高
まっている。経済学部/学科の必修科目は世界中でマクロ、ミクロ、統計学、計量経済学と決まっており、世界中どこへ行っても、こうした科目の理解がいまや必須となって
いる。本講義では高度な数学的知識を前提とはしないものの、数学、統計学、そして計量経済学の知識を身に付けることを勧める。昨年度から全学で始まったデータサイエン
ス科目の履修も同様である。

なお、本講義では、教科書の進行に合わせて、Oh-o! Meiji に課題や練習問題を開示している。各自挑戦することで、経済そして経済学に対する基本的知識と考え方をより
確かなものにできるはずとの考えからである。是非、挑戦して欲しい。

準備学習の内容
毎回の予習としては、教科書、Oh-o! Meiji にアップロードする講義資料を事前に読むこと。復習としては、下記教科書の出版社 WEB サイトにて無料閲覧可能な10分間ミニ

テスト、教科書各章末問題
http://www.jikkyo.co.jp/download/detail/105/6994461826
とOh-o! Meiji にて閲覧可能な各種問題を通じて理解力を高めることを勧める。

教科書
・山田久、武田巧他『入門ミクロ経済学』（初版第二刷）実教出版。
・また上記出版社 WEB サイトにて無料閲覧可能な教科書各章末問題の解答と解説、各章の10分間ミニテスト。
・Oh-o! Meiji にて閲覧可能な各種問題。
・『日本経済新聞』。

参考書
伊藤元重『ミクロ経済学 第2版』日本評論社。
伊藤元重、下井直毅『ミクロ経済学パーフェクトマスター』日本評論社。
上記2冊は特に、教科書を補完するうえで有用と思われる。
N.G．マンキュー『マンキュー経済学Iミクロ編』東洋経済新報社。
J.E．スティグリッツ『ミクロ経済学』東洋経済新報社。
ポール・クルーグマン、ロビン・ウェルス『クルーグマン・ミクロ経済学』東洋経済新報社。
数学を苦手とする者には下記を勧める。
E・ドウリング『例題で学ぶ入門・経済数学（上）（下）』シーエーピー出版。
その他、必要に応じて紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
本講義で実施する中間試験、期末試験、小テストは後日、解答、成績をいずれもOh-o! Meijiにて開示する。成績は受講者の氏名を伏せたうえで、学生番号で閲覧可能にす

る。尚、小テストの場合は解説も加え、その後の中間試験と期末試験対策とする。更に、Oh-o! Meiji に掲載する諸問題にも、講義の進行に合わせて、解答と解説を開示する。
その他、Oh-o! Meijiのディスカッション欄は常時開放し、質問を受け付ける。

成績評価の方法
中間試験2回（各25％）と期末試験（50％）の合計で評価する。ただし、短時間の基本的理解を問う小テスト（最低5回）を実施する予定。なお、中間試験を止むを得ない

事情で受験できない場合は、医師による診断書、体育会部長による対外試合などのための欠席願いなど、書面による欠席届を速やかに持参するとともに、別途指定するテー
マ、形式、提出方法によるレポートを Oh-o! Meiji を通じて直接電子的に提出してもらう予定。期末試験を受験できない場合は特別試験を申請すること。

その他
以下の点を心しておくこと。
1．出席せずして単位認定は有り得ない。
2．現実の経済動向を把握するために、常に新聞を読むこと。
3．講義中は最低限のマナーを守ること。次の点は特に順守のこと。

a．勝手なおしゃべりはしない。
b．携帯電話、スマホはマナー・モードにしておく。
c．教室をむやみに出入りしない。

4．上記マナーを守らない場合は、退室を命じ、以後受講を認めない。
5．試験にて不正行為を行った者には単位を認定しない。
6．講義に関わる連絡事項は、Oh-o! Meiji により通知する。連絡事項が PC ないしスマホや携帯電話に転送されるように設定を済ませておくこと。
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科目ナンバー：（PE）ECN181J

経済史
4単位

1・2年次

教授 須 藤 功

授業の概要・到達目標
資本主義世界経済は21世紀を迎えて激動の様相を呈しており、わたしたちはその有り様を身近に体験している。目前で進行しているこうした出来事の帰趨を的確
に理解するためには、鋭敏な現実感覚に加えて、鋭利な歴史感覚を不可欠とする。経済史学はその対象を人間の経済生活の歴史におき、経験的知識にもとづいて
具体的に考察し、その基本的な道筋を明らかにすることを課題とする。したがって、学生諸君は、資本主義とそれに先行する歴史的諸時代の人間の経済生活の歴
史を理解することを通じて、経験科学としての経済学に不可欠の経験的知識を修得するとともに、また現代経済分析への鋭い洞察力のための基礎を養うことにな
る。経済史は、理論経済学や経済政策などの経済学の他の諸部門を専攻する学生、国際経済史・現代経済史・日本経済史・アジア経済史・各国経済史など、より
専門的な経済史学を専攻する学生のための基礎的知識を提供する。

経済史の基本的な過程を西洋経済史研究の成果にもとづき、各国・各地域の発展の特質に焦点をあてながら、比較経済史的方法に依拠して講義する。とくに、
封建制から産業革命、資本主義の確立に重点をおくが、資本主義社会の発展過程の検討を通じて現代資本主義をも展望する。

授業内容
第1回 イントロダクション：経済史学の課題
第2回 経済史学の方法
第3回 封建領主制の構造と変容
第4回 中世都市とギルド
第5回 中世ヨーロッパ商業の展開
第6回 封建社会の動揺
第7回 資本主義世界経済の成立
第8回 ヨーロッパ大陸のプロト工業化
第9回 イギリス絶対王政と市民革命
第10回 重商主義の時代
第11回 フランスとドイツの絶対主義と市民革命
第12回 「最初の工業国家」イギリス
第13回 イギリスの工業化と人口・農業・商業
第14回 イギリス産業革命とその帰結
第15回 ヨーロッパ大陸の産業革命
第16回 アメリカ合衆国の独立
第17回 アメリカ合衆国の産業革命
第18回 パックス・ブリタニカ
第19回 第二次産業革命の時代
第20回 世紀転換期のイギリス経済
第21回 世紀転換期のドイツ・フランス経済
第22回 世紀転換期のアメリカ経済
第23回 両大戦間期のアメリカ経済（1）
第24回 両大戦間期のヨーロッパ経済（1）
第25回 両大戦間期のアメリカ経済（2）
第26回 両大戦間期のヨーロッパ経済（2）
第27回 第二次大戦後のアメリカ経済
第28回 第二次大戦後のヨーロッパ経済
試験

履修の注意点
・社会思想史、経済思想史、日本経済史などの歴史科目を履修することが望ましい。

準備学習の内容
・Oh-o! Meiji などを利用して配付、指示した文献・資料は必ず読むこと。
・不明な点があれば、授業の前後に質問すること。
・次回の授業に備えて、教科書、参考書、課題文献を読んでおくこと。

教科書
・馬場 哲・山本 通・廣田 功・須藤 功 著『エレメンタル 欧米経済史』（晃洋書房、2020年）

参考書
1．『経済史─いまを知り、未来を生きるために─』（有斐閣、小野塚知二著）社会人を含め広範な読者層に向けた最新のテキスト。
2．『あなたが歴史と出会うとき』（名古屋大学出版会、堺 憲一著）やさしい副読本。
3．『コア・テキスト 経済史』（新世社、岡崎哲二著）新制度史アプローチによるテキスト
4．『世界経済の歴史─グローバル経済史入門─』（名古屋大学出版会、金井雄一ほか編）アジア地域にも焦点をあてた最新のテキスト。「解説」コラムが充実し
ている。
5．『経済社会の形成（原著第12版）』（ピアソンエデュケーション、ハイルブローナー＆ミルバーグ著、菅原歩訳）市場社会の登場・展開に焦点をあてたアメリ
カのテキスト。
6．『西洋経済史学』（東京大学出版会、馬場 哲・小野塚知二編）専門への手ほどき。
7．『不確実性の時代（上・下）』（講談社学術文庫、J・K・ガルブレイス著、斎藤精一郎訳）経済思想との関わりに着目。ビデオ教材の解説本。
8．『マネーの進化史』（ハヤカワ・ノンフィクション文庫、ニーアル・ファーガソン著、仙名紀訳）貨幣の誕生からヘッジファンドまで。ビデオ教材の解説本。
9．『グラフィック 経営史』（新世社、佐々木聡編）図表や写真を多用した日本・外国経営史の概説著。

課題に対するフィードバックの方法
クラスウェブ等を活用する。

成績評価の方法
期末試験を中心に評価するが、課題提出を含め、授業への積極的参加は成績評価に反映される。

その他
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科目ナンバー：（PE）ECN181J

経済史
4単位

1・2年次

教授 下斗米 秀 之

授業の概要・到達目標
われわれの生きるグローバルな資本主義経済の現在の状況を的確に理解し、未来を展望するにはどうすればよいのか。経済史はこの問題を

考えるうえで有用な科目である。経済史とは現在と過去、そして経済と歴史を結ぶ学問である。現在の経済は過去の遺産であり、その形成過
程を知ることによって、われわれの立っている現在の位置を確かめることができる。現代の支配的な社会経済システムである近代資本主義や
市場経済の成立・発展・変質の過程を把握することが経済史研究の課題であり、それらがどのように世界へと広がり、各国・各地域の経済発
展に寄与したのかを理解することが重要となる。資本主義経済は技術革新や工業化によって人々の生活水準を引き上げ、かつてないほど豊か
な社会を実現させた。その一方で公害や環境破壊、貧富の格差の拡大は経済発展の弊害でもある。

資本主義経済のもつ二面性に留意しつつ、本講義では、西洋経済史にあらわれた諸問題の原因と過程、その帰結を学ぶことを通じて現代社
会を生きるための鋭い洞察力と論理的思考力を養う。西洋経済の歴史を概観しながら、現在の経済における諸問題との関連やそれらを読み解
く力を身につける。

授業内容
第1回目 経済史への招待─ガイダンス
第2回目 経済史の課題と方法
第3回目 中世都市とギルドの世界
第4回目 農民の世界と封建社会の動揺
第5回目 近代世界の成立と大航海時代
第6回目 プロト工業化とヨーロッパ経済
第7回目 ヨーロッパの絶対主義と市民革命
第8回目 ｢最初の工業国｣イギリス
第9回目 イギリスの工業化と人口・農業・商業
第10回目 イギリス産業革命とその帰結
第11回目 ヨーロッパ大陸の産業革命
第12回目 アメリカ合衆国の独立
第13回目 アメリカ産業革命と南北戦争
第14回目 パックス・ブリタニカの時代
第15回目 第二次産業革命の時代
第16回目 「グレート・ファミリー」の出現
第17回目 20世紀転換期のアメリカ経済
第18回目 20世紀転換期のヨーロッパ経済
第19回目 第一次世界大戦と戦時経済体制
第20回目 アメリカの大量生産体制と大衆消費社会
第21回目 ヨーロッパの戦後復興と相対的安定
第22回目 大恐慌とニューディール
第23回目 自由主義の変容と第二次世界大戦
第24回目 第二次世界大戦後のアメリカ経済
第25回目 第二次世界大戦後のヨーロッパ経済
第26回目 加速するグローバル経済
第27回目 グローバル経済の行方と展望
第28回目 講義のまとめ

履修の注意点
隣接科目の日本経済史、社会思想史、経済思想史などを履修することが望ましい。

準備学習の内容
予習：参考文献を読んで単元についての理解を深める。
復習：レジュメを利用して講義内容のポイントをおさえ、重要語句等について調べる。

教科書
とくに使用しない。毎回レジュメを配布する。

参考書
馬場哲・山本通・廣田功・須藤功編『エレメンタル欧米経済史』晃洋書店、2012年
堺憲一『あなたが歴史と出会うとき－経済の視点から』名古屋大学出版会、2009年
小野塚知二『経済史－いまを知り、未来を生きるために』有斐閣、2018年など

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
期末試験を中心に評価するが、授業の中でリアクションペーパーの提出を求めることもある。
授業態度、提出課題（30％）期末試験（70％）

その他
授業に関する質問は授業終了後に受け付ける。
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科目ナンバー：（PE）ECN181J

経済史
4単位

1・2年次

兼任講師 石 原 俊 時

授業の概要・到達目標
今我々がその中で生きている現代社会を適切に認識するためには、それが歴史的に形成されてきたものであるということを忘れてはならな

い。もちろん、経済現象についても同様である。この講義は、近代資本主義の形成・展開のプロセスを、「前近代と近代」（時間軸）と「西欧
と非西洋」（空間軸）という座標軸に位置づけつつ概観することを通じて、我々の直面する現代社会の歴史的性格を把握していく手がかりを得
ることを課題とする。それは同時に「経済」とは何かを様々な角度で検討することにつながるであろう。

授業内容
第1回目 経済史の課題と方法
第2回目 中世ヨーロッパの社会と経済（中世社会の形成と農村）
第3回目 中世ヨーロッパの社会と経済（都市・封建制と国家）
第4回目 中世ヨーロッパと社会と経済（中世社会の動態）
第5回目 中世ヨーロッパと前近代の中国社会①
第6回目 中世ヨーロッパと前近代の中国社会②
第7回目 ルネサンスと宗教改革（近代資本主義の成立をめぐって・ルネサンス）
第8回目 ルネサンスと宗教改革（宗教改革と近代資本主義）
第9回目 「地理上の発見」と世界システム（世界商業戦と主権国家の成立）
第10回目 「地理上の発見」と世界システム（重商主義と市民革命）
第11回目 産業革命への途（名誉革命体制）
第12回目 産業革命への途（産業革命の前提条件）
第13回目 明清期の市場経済の発展とその到達点①
第14回目 明清期の市場経済の発展とその到達点②
第15回目 産業革命とパックスブリタニカ（産業革命概念をめぐって・産業革命の展開過程）
第16回目 産業革命とパックスブリタニカ（産業「革命」の実態）
第17回目 産業革命とパックスブリタニカ（階層構造の変容と統治構造の転換）
第18回目 産業革命とパックスブリタニカ（「二重革命」と後発国の産業革命①）
第19回目 産業革命とパックスブリタニカ（「二重革命」と後発国の産業革命②）
第20回目 産業革命とパックスブリタニカ（国際自由貿易体制）
第21回目 国際自由貿易体制と中国社会
第22回目 第二次産業革命と現代社会の幕開け（第二次産業革命）
第23回目 第二次産業革命と現代社会の幕開け（米独の台頭と英仏の立ち遅れ）
第24回目 第二次産業革命と現代社会の幕開け（国家・社会・家族）
第25回目 第二次産業革命と現代社会の幕開け（帝国主義と福祉国家の萌芽）
第26回目 帝国主義体制と中国
第27回目 20世紀をふり返って
第28回目 現代と近代の再検討

履修の注意点
他の歴史科目を履修することが望ましい。

準備学習の内容
この講義は、高校の世界史程度の知識を前提とする。それゆえ、もし自分の知識に不安のある場合は、高校の教科書などを随時参照された

い。また、予習の必要はないと思われるが、講義中に挙げた参考文献のうち少なくともどれか一つに眼を通し、理解を深めておくことが望ま
れる。

教科書
使用しない。

参考書
毎回講義中に参考文献を紹介するが、とりあえず、以下のものを挙げておく。

1． 馬場哲・山本通・廣田功・須藤功『エレメンタル欧米経済史』（晃洋書房 2012年）
2． 小野塚知二『経済史─いまを知り、未来を生きるためにー』（有斐閣 2018年）
3． 岡本隆司『近代中国史』（ちくま新書 2013年）
4． 堀和生・木越義則『東アジア経済史』（日本評論社 2020年）

課題に対するフィードバックの方法
下記のアンケートに対しコメントを加える。ただし、全員に対してコメントをすることはしない。履修期間中、少なくとも1回か2回はコメ
ントを受けることとなるであろう。

成績評価の方法
期末試験の成績が主である。この他、講義中に数回、講義への参加度を確認するためにアンケートをとる。このアンケートも平常点として

評価の対象とする予定である。アンケートの回数にもよるが、成績評価における配分は、おおよそ期末試験（80％）・平常点（20％）となる見
込みである。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN181J

経済史
4単位

1・2年次

教授 赤 津 正 彦

授業の概要・到達目標
将来についての見通しを持つためには、現在をよく理解しなければならない。現在を正確に把握するためには、過去についての知見を深め

なければならない。なぜなら現在は過去の積み重ねによって成り立っているからである。本講義では、主に西洋の経済の歴史について学ぶ。
西洋にその歴史的起源を持ちながらも、世界的に拡延し、また今なお存続する経済システムは多い。なかでも「資本主義」は、我々が生きる
今日の経済社会の基軸的なシステムであり、その西洋における生成、発展、変容の過程を振り返って見ることは、我々が生きる現代社会の成
り立ちを考える上で不可欠のことといえよう。

本講義では、この「資本主義」を中心とした西洋の経済社会システムが、いかなる条件・状況のもとで、どのように生成・確立したか、ま
たいかにして世界的に展開し、そして変容してきたかについて学ぶ。そしてそれを通じて、今日の経済社会について考えるための、また将来
のそれを展望するための視座の獲得を目指す。

授業内容
第1回：イントロダクション─経済史とは何か？
第2回：経済史における近代と資本主義
第3回：中世社会（1）中世の農村共同体
第4回：中世社会（2）中世の都市共同体
第5回：ルネサンスと経済
第6回：大航海時代のヨーロッパ経済
第7回：農村社会の変容と農村工業の萌芽的展開
第8回：絶対王政と市民革命─市民革命の経済的背景
第9回：宗教と資本主義
第10回：貿易国家オランダの盛衰
第11回：産業革命前夜のイギリス─産業革命の社会経済的背景
第12回：イギリス産業革命（1）「最初の産業革命」
第13回：イギリス産業革命（2）産業革命の社会的・人間的諸結果
第14回：小括
第15回：経済史における世界経済・国際経済・国民経済
第16回：イギリス産業革命の他国への波及（1）
第17回：イギリス産業革命の他国への波及（2）
第18回：イギリスの産業覇権─「自由貿易帝国主義」について
第19回：19世紀末大不況─19世紀末の世界的長期不況について
第20回：世界経済の再編成（1）イギリスの衰退とその経済的背景
第21回：世界経済の再編成（2）アメリカ・ドイツの台頭とその経済的背景
第22回：帝国主義と第一次世界大戦─第一次世界大戦の経済的背景
第23回：戦間期経済（1）相対的安定期の欧米経済
第24回：戦間期経済（2）世界恐慌について
第25回：第二次世界大戦と経済（1）ブロック経済
第26回：第二次世界大戦と経済（2）資本主義の変容
第27回：戦後改革とアメリカ体制─第二次世界大戦後の世界経済の再編成
第28回：まとめ

履修の注意点
上記の授業内容はおおよその計画であり、実際の進捗状況などにより変更もありうる。
授業計画の詳細および授業の進め方などについては初回の授業時に説明する。

準備学習の内容
下記の「参考書」に挙げられている予習・復習用参考書を入手し、授業の前後に読むことが望まれる。

教科書
特に指定しない。

参考書
予習のための参考書
『経済史入門』岡田泰男（慶應義塾大学出版会）
『欧米経済史』関口尚志・梅津順一（放送大学教育振興会）
『欧米経済史』藤瀬浩司（放送大学教育振興会）
（以上のうちどれか一冊）

復習のための参考書
各回授業時に配布されるプリントに参考文献として示す。

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて授業内で口頭で行う。

成績評価の方法
定期試験（70％）、小テスト（20％）、授業への参加度（10％）、などにより総合的に評価する。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）ECN241J

経済政策
2単位

2年次

講師 齋 藤 雅 己

授業の概要・到達目標
授業の概要・到達目標

本講義では、我々の社会において生じる様々な経済問題を解決していく「経済
政策」とはどのようなものであるのか、また、その「経済政策」はどのように形
成・実践されていくのか、という問題について理解し、現実の経済政策について
自ら考えられるようになることを目標としている。

具体的には、1年次に履修したマクロ経済学の基本モデルを用いて現実経済を
分析するとともに、それらを経済政策の形成へと応用していく方法を学んでいく。
なお、本講義では、日々起こりくる現実の経済問題をとりあげながら、この課題
に取り組んでいきたい。

授業内容
第1回：イントロダクション ～ 経済政策とは何か ～
第2回：経済政策の形成とその基本概念
第3回：経済政策の目標と政策体系およびその理論構造 ～ 経済分析理論と政策理

論 ～
第4回：経済運動メカニズムの分析と経済政策
第5回：経済政策の目標変数としての所得水準の決定 ～ 二部門経済モデル ～
第6回：三部門・四部門経済モデルにおける所得水準の決定 ～ 経済モデルの拡張

と修正 ～
第7回：経済活動の変化と経済政策
第8回：自律的拡大成長のメカニズムとGlobal Economyにおける経済発展
第9回：生産物市場の分析（1）～ IS曲線の導出と均衡調整メカニズム ～
第10回：生産物市場の分析（2）～ IS曲線のシフトと政策論的応用 ～
第11回：貨幣市場の分析（1）～ LM曲線の導出と均衡調整メカニズム ～
第12回：貨幣市場の分析（2）～ LM曲線のシフトと政策論的応用 ～
第13回：生産物市場、貨幣市場、労働市場の同時均衡 ～ 財政・金融政策とその効

果 ～
第14回：講義のまとめ＆復習
※なお、受講生が講義内容をより理解し易くなるように、毎週、とくに重要な経
済時事問題を取り挙げ、そのときの経済政策課題とその政策的対応を検討してい
く予定です。

履修の注意点
（基本科目）マクロ経済学、数量経済分析
※本科目は、マクロ経済学（経済モデル）の応用を行う内容となっているため、
マクロ経済学の単位取得が前提となっています。
※数量経済分析の単位を取得していなくても履修は可能ですが、その場合、経済
学で用いられている数学的手法について自分で学習を補完する必要があります。

（それほど高度な数学を用いることはありません）
※毎回必ず出席するとともに、授業の予習・復習をきちんと行えば、本科目の単
位取得自体は難しくありません。

準備学習の内容
Oh-o! Meijiクラスウェブで提示される次回授業範囲について、事前に参考書を

読んで内容を把握するように努めてください。また、授業で十分に理解できな
かった箇所については、レジュメとノート、および参考書・Webサイト等を用い
て調べなおしてください。

なお、本講義は、現実の世界経済において生じている様々な問題と関連させな
がら進めていくため、日常的に関心を持って経済情報の収集・整理を行ってくだ
さい。少なくとも、毎日、代表的な経済情報紙である「日本経済新聞」を読み、
重要な出来事や政策課題について批判的に検討し、自らの考えをまとめておくこ
とを強くお勧めします。

教科書
とくに指定しない。

参考書
参考書・参考資料等

『アセモグル／レイブソン／リスト マクロ経済学』D・アセモグル/D・レイブソ
ン/J・リスト【著】（東洋経済新報社、2019年）

『アセモグル／レイブソン／リスト ミクロ経済学』D・アセモグル/D・レイブソ
ン/J・リスト【著】（東洋経済新報社、2020年）

『 ネットニュースではわからない本当の日本経済入門』伊藤元重【著】（東洋経済
新報社、2021年）
※その他、必要とする参考文献等は、講義においてその都度提示します。

課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業の冒頭に、前回授業で出された重要な質問に回答するほか、オンラ

イン（Zoom）による週1回のオフィスアワーを設けて学生からの質問に対応しま
す。なお、時間的制約が大きい場合には、解説動画をYouTube上へ限定公開する
ことも検討しています。

成績評価の方法
学生に対する評価

期末試験（100％）の点数に授業への参加度（特別加点による上乗せ、最大
15％）を加えて 100点満点で評価する。なお、授業への参加度は、教室で配布す
る「出席確認票」の提出、および、Oh-o! Meijiの出席送信コメント欄に「授業に
対する質問／感想」と「現実経済における重要な政策課題」を書いて提出するこ
とで特別加点として評価する。

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）ECN241J

経済政策
2単位

2年次

講師 齋 藤 雅 己

授業の概要・到達目標
授業の概要・到達目標

本講義では、我々の社会において生じる様々な経済問題を解決していく「経済
政策」とはどのようなものであるのか、また、その「経済政策」はどのように形
成・実践されていくのか、という問題について理解し、現実の経済政策について
自ら考えられるようになることを目標としている。

具体的には、1年次に履修したマクロ経済学の基本モデルを用いて現実経済を
分析するとともに、それらを経済政策の形成へと応用していく方法を学んでいく。
なお、本講義では、日々起こりくる現実の経済問題をとりあげながら、この課題
に取り組んでいきたい。

授業内容
第1回：イントロダクション ～ 経済政策とは何か ～
第2回：経済政策の形成とその基本概念
第3回：経済政策の目標と政策体系およびその理論構造 ～ 経済分析理論と政策理

論 ～
第4回：経済運動メカニズムの分析と経済政策
第5回：経済政策の目標変数としての所得水準の決定 ～ 二部門経済モデル ～
第6回：三部門・四部門経済モデルにおける所得水準の決定 ～ 経済モデルの拡張

と修正 ～
第7回：経済活動の変化と経済政策
第8回：自律的拡大成長のメカニズムとGlobal Economyにおける経済発展
第9回：生産物市場の分析（1）～ IS曲線の導出と均衡調整メカニズム ～
第10回：生産物市場の分析（2）～ IS曲線のシフトと政策論的応用 ～
第11回：貨幣市場の分析（1）～ LM曲線の導出と均衡調整メカニズム ～
第12回：貨幣市場の分析（2）～ LM曲線のシフトと政策論的応用 ～
第13回：生産物市場、貨幣市場、労働市場の同時均衡 ～ 財政・金融政策とその効

果 ～
第14回：講義のまとめ＆復習
※なお、受講生が講義内容をより理解し易くなるように、毎週、とくに重要な経
済時事問題を取り挙げ、そのときの経済政策課題とその政策的対応を検討してい
く予定です。

履修の注意点
（基本科目）マクロ経済学、数量経済分析
※本科目は、マクロ経済学（経済モデル）の応用を行う内容となっているため、
マクロ経済学の単位取得が前提となっています。
※数量経済分析の単位を取得していなくても履修は可能ですが、その場合、経済
学で用いられている数学的手法について自分で学習を補完する必要があります。

（それほど高度な数学を用いることはありません）
※毎回必ず出席するとともに、授業の予習・復習をきちんと行えば、本科目の単
位取得自体は難しくありません。

準備学習の内容
Oh-o! Meijiクラスウェブで提示される次回授業範囲について、事前に参考書を

読んで内容を把握するように努めてください。また、授業で十分に理解できな
かった箇所については、レジュメとノート、および参考書・Webサイト等を用い
て調べなおしてください。

なお、本講義は、現実の世界経済において生じている様々な問題と関連させな
がら進めていくため、日常的に関心を持って経済情報の収集・整理を行ってくだ
さい。少なくとも、毎日、代表的な経済情報紙である「日本経済新聞」を読み、
重要な出来事や政策課題について批判的に検討し、自らの考えをまとめておくこ
とを強くお勧めします。

教科書
とくに指定しない。

参考書
参考書・参考資料等

『アセモグル／レイブソン／リスト マクロ経済学』D・アセモグル/D・レイブソ
ン/J・リスト【著】（東洋経済新報社、2019年）

『アセモグル／レイブソン／リスト ミクロ経済学』D・アセモグル/D・レイブソ
ン/J・リスト【著】（東洋経済新報社、2020年）

『 ネットニュースではわからない本当の日本経済入門』伊藤元重【著】（東洋経済
新報社、2021年）
※その他、必要とする参考文献等は、講義においてその都度提示します。

課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業の冒頭に、前回授業で出された重要な質問に回答するほか、オンラ

イン（Zoom）による週1回のオフィスアワーを設けて学生からの質問に対応しま
す。なお、時間的制約が大きい場合には、解説動画をYouTube上へ限定公開する
ことも検討しています。

成績評価の方法
学生に対する評価

期末試験（100％）の点数に授業への参加度（特別加点による上乗せ、最大
15％）を加えて 100点満点で評価する。なお、授業への参加度は、教室で配布す
る「出席確認票」の提出、および、Oh-o! Meijiの出席送信コメント欄に「授業に
対する質問／感想」と「現実経済における重要な政策課題」を書いて提出するこ
とで特別加点として評価する。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN241J

経済政策
2単位

2年次

講師 宮崎 イキサン

授業の概要・到達目標
今日において、世界の多くの国ではいわゆる市場経済あるいはその変則型が主流であり、か

つて存在した計画経済は限られた場所を彷徨うだけの亡霊となっている。これまでに世界各国
が経験した経済成長や世界レベルでの生活水準の上昇は、その全てではないにしろ、かなりの
部分が市場経済（資本主義経済）という制度によってもたらされていると言える。しかし、市
場経済はバラ色の世界をもたらすものではなく、そもそも市場経済という制度上、そのような
ものが約束されているわけでもない。バブル経済、金融危機、失業、格差や環境、世代間の問
題など、経済成長と共に、市場経済の下ので経済活動がもたらす問題も、以前にも増して顕在
化している。これらの問題に対処し、これらを是正すべく経済政策が行われるが、そもそも何
故上記のような問題が発生するのか、問題に対する対策の方向性は何か、その方向性に基づく
政策をどのように実行していくべきか。本講義ではこれらの問いに対しての経済学の知見を学
ぶことで、理解を深める。

【講義の目的】
本講義はの目的は以下の3点を通じて経済政策について学ぶことである。1点目は経済政策

の前提として、市場経済においてどのような問題が存在し、またそれらが政策の対象となるの
かについて理解すること。2点目は経済政策を考えるのにあたり、経済学はどのような知見を
与えているのかを学ぶこと。3点目は先に触れた問題やそれに対する知見とを、現実の問題と
実施された・されている政策と結びつけることである。

【講義の到達目標】
本講義は講義中に触れた議論や学術的知見を基に、学生が日頃目にする経済に関連する問題

について、経済学的な視点から、政策についての議論ができるようになることを目標としてい
る。講義内容と実世界の問題に結び付きを見出し、机上の空論に終わらない形で、経済政策を
つかむことが理想である。

授業内容
第1回目 イントロダクション（講義ガイダンス）
第2回目 そもそも「経済成長」とは、具体的に何を指しているのか？ - GDPについて
第3回目 何故大抵の国がデジタル化や持続可能性などを後押しするのか？ - 総需要と総供給
第4回目 「外資系企業はリモートワークが当たり前」は本当なのか？ - 労働市場と働き方
第5回目 「仮想通貨はお金なのか」と聞かれたら、何と答えれば良いのか？ - 通貨の概念と

金利
第6回目 値上がりはしない方が良い気がするが、何故インフレ目標なるものが存在するの

か？ - インフレとデフレ
第7回目 「異次元緩和」は、何故異次元まで緩和するはめになったのか？ - 金融政策とその

変遷
第8回目 何故「日本 財政」と検索すると、「破綻」と検索エンジンがサジェストするの

か？ - 財政、税制と債務問題
第9回目 急激な円安が記憶に新しいが、円安は国力の低下なのか？ - 為替相場制度と為替

レートの決定理論
第10回目 貿易収支はやはり「黒字」が良いのか？ - 国際貿易と国際収支
第11回目 通貨危機、金融危機、経済危機、何が違っていて、どうすれば良いのか？ - 危機の

経済学
第12回目 所得格差は是正されるべきと言うが、格差の存在しない世界が望ましいのか？ - 個

人、地域間の再配分
第13回目 財政出動？金融緩和？イノベーション？経済成長に必要なものは何か？ - 経済成長

の理論
第14回目 講義のまとめおよび期末評価について

履修の注意点
授業はスライド資料を中心に進め、必要に応じて板書をすることもある。授業に用いられる

スライドおよび関連資料は事前にOh-o! Meijiクラスウェブにアップロードする予定である。

準備学習の内容
授業内容をより良く理解するため、授業前に資料や参考書などに目を通し、授業後には復習

を行うことが望ましい。
本講義はあくまで「経済政策」であり、かつ半期集中ではないため、テーマによっては総論

あるいは導入的な内容になってしまうことが、講義の設定あるいは特性上考えられる。履修学
生には是非基本となるミクロ・マクロ経済学に加え、財政学や金融、経済成長論や国際経済学
などの関連する講義を履修し、より詳細に学習することを勧める。

教科書
教科書は特に指定しない、適宜参考書を読むことを勧める。

参考書
伊藤元重（2021）『ネットニュースではわからない本当の日本経済入門』（東洋経済新報社）
井堀利宏（2003）『財政政策』（新世社）
岩田規久男・飯田泰之（2006）『ゼミナール 経済政策入門』（日本経済新聞出版）
内田浩史（2016）『金融』（有斐閣）
黒田晁生（2011）『入門 金融（第5版）』（東洋経済新報社）
東短リサーチ株式会社（2019）『東京マネーマーケット』（有斐閣選書）
前多康男・鹿野嘉昭・酒井良清（2014）『金融論をつかむ』（有斐閣）

課題に対するフィードバックの方法
講義において課題が出された場合、課題の提出・評価・フィードバックはOh-o! meijiシステ

ム上で行う。
具体的には課題をOh-o! meijiクラスウェブの「レポート」欄に公開し、提出もこちらで受け

付ける。さらに、Oh-o! meijiクラスウェブの「レポート」欄にはコメントやフィードバック機
能が付いているので、課題に対するコメントやフィードバックもその機能を利用して行う。

さらなる理解や研究のために必要であれば、オフィスアワーでの対面でのコメントやフィー
ドバックを実施することもある。

成績評価の方法
講義への参加度および期末評定の結果を基に、明治大学の評価・評点基準に沿って成績評価を
行う。

その他
1. 学生には学ぶ権利があり、教員には教える権利がある。これを邪魔する権利は誰にも無い。
2. 授業中はマナーを守り、私語など、その他授業中に不要あるいは授業の妨げになると思われ
る行為は慎むこと。場合によっては減点あるいは退室・その後受講を認めないなどの措置を取
ることがある。
3. 出席なくして授業内容、国際経済学に関する理解と単位認定は不可能に近い。
4. 授業中にノートパソコンあるいはタブレット端末を利用した授業ノートの作成を認めるが、
ノート作成以外の用途には使用しないこと。スマートフォンは授業に必要になるものではない
ため、緊急時以外は使用を控えること。
5. 講義内容（講義資料、課題および試験など）をSNSを含むインターネット上に投稿・アップ
ロード・シェアすること禁ずる。

科目ナンバー：（PE）ECN291J

財政学
2単位

2年次

講師 倉 地 真太郎

授業の概要・到達目標
授業の到達目標及びテーマ
本講義の目標は、財政と市場の関係性、日本と諸外国が直面する財政問題を
学び、財政政策と公共サービスの意義と課題を理解すること、身近な社会問
題を財政学的視点でとらえることである。

授業の概要
本講義では、財政学の基本的な考えを、理論と実際の両面から学習する。現
在、日本は未曽有の政府債務を抱えており、将来の公共サービスの持続可能
性に対して多くの人々が不安を抱えている。これに加えて、2020年初頭から
新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を奮っている。政府はコロナ対策
として類を見ない規模の財政支出を決定したが、多額の財政出動にもかかわ
らず貧富の差は拡大し、コロナ危機からの脱却には至っていない。さらに
2022年からはウクライナ危機の影響が世界中に及び、多くの国々が物価高騰
対策を実施している状況にある。危機の時代において、あるべき財政の姿は
どのようなものだろうか。なぜ、このような財政問題が発生しているのか。
どのようにすれば解決可能なのか。財政学の学習を糸口として、現代社会の
課題について理解を深める。

授業内容
授業計画
第1回目 イントロダクション～財政とは何か～
第2回目 財政の機能と役割
第3回目 予算原則と予算編成
第4回目 直接税─所得税・法人税・資産課税
第5回目 間接税─消費税・環境税
第6回目 財政赤字
第7回目 財政政策・金融政策
第8回目 社会保険と租税
第9回目 現金給付─生活保護・年金
第10回目 現物給付─医療・介護・保育
第11回目 地方財政─地方税
第12回目 地方財政─地方交付税
第13回目 グローバル化と財政
第14回目 まとめ

履修の注意点
授業はスライドを中心に進める。すべての講義資料は事前にOh-o! meijiのク
ラスウェブにアップロードする予定である。

準備学習の内容
日頃からニュースに目を通し、時事問題に広く関心を持つようにすること。
講義資料や講義で紹介した参考文献を確認し、復習する必要がある。

教科書
指定しない。随時、プリント（パワーポイント教材）を配布する。

参考書
『財政学の扉をひらく』高端正幸・佐藤滋（有斐閣）2020年、『財政学（改訂
版）』神野直彦（有斐閣）2007年、『現代財政を学ぶ』池上岳彦ら（有斐閣）
2015年、『福祉財政』高端正幸・伊集守直編（ミネルヴァ書房）2018年

課題に対するフィードバックの方法
リアクションペーパーについては次週の授業冒頭時にコメントの一部をピッ
クアップし、フィードバックをする。また、レポートについてもレポート締
め切り後の授業で全体に対して書き方や内容についてフィードバックを行う
予定である。

成績評価の方法
リアクションペーパー・平常点（20%）、レポート（20～25%）、定期試験

（55～60％）の成績による。

その他
オ フ ィ ス ア ワ ー は 授 業 後 に 実 施 す る 予 定 で あ る。連 絡 先：
mail@shintarokurachi.org
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科目ナンバー：（PE）ECN291J

財政学
2単位

2年次

講師 倉 地 真太郎

授業の概要・到達目標
授業の到達目標及びテーマ
本講義の目標は、財政と市場の関係性、日本と諸外国が直面する財政問題を
学び、財政政策と公共サービスの意義と課題を理解すること、身近な社会問
題を財政学的視点でとらえることである。

授業の概要
本講義では、財政学の基本的な考えを、理論と実際の両面から学習する。現
在、日本は未曽有の政府債務を抱えており、将来の公共サービスの持続可能
性に対して多くの人々が不安を抱えている。これに加えて、2020年初頭から
新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を奮っている。政府はコロナ対策
として類を見ない規模の財政支出を決定したが、多額の財政出動にもかかわ
らず貧富の差は拡大し、コロナ危機からの脱却には至っていない。さらに
2022年からはウクライナ危機の影響が世界中に及び、多くの国々が物価高騰
対策を実施している状況にある。危機の時代において、あるべき財政の姿は
どのようなものだろうか。なぜ、このような財政問題が発生しているのか。
どのようにすれば解決可能なのか。財政学の学習を糸口として、現代社会の
課題について理解を深める。

授業内容
授業計画
第1回目 イントロダクション～財政とは何か～
第2回目 財政の機能と役割
第3回目 予算原則と予算編成
第4回目 直接税─所得税・法人税・資産課税
第5回目 間接税─消費税・環境税
第6回目 財政赤字
第7回目 財政政策・金融政策
第8回目 社会保険と租税
第9回目 現金給付─生活保護・年金
第10回目 現物給付─医療・介護・保育
第11回目 地方財政─地方税
第12回目 地方財政─地方交付税
第13回目 グローバル化と財政
第14回目 まとめ

履修の注意点
授業はスライドを中心に進める。すべての講義資料は事前にOh-o! meijiのク
ラスウェブにアップロードする予定である。

準備学習の内容
日頃からニュースに目を通し、時事問題に広く関心を持つようにすること。
講義資料や講義で紹介した参考文献を確認し、復習する必要がある。

教科書
指定しない。随時、プリント（パワーポイント教材）を配布する。

参考書
『財政学の扉をひらく』高端正幸・佐藤滋（有斐閣）2020年、『財政学（改訂
版）』神野直彦（有斐閣）2007年、『現代財政を学ぶ』池上岳彦ら（有斐閣）
2015年、『福祉財政』高端正幸・伊集守直編（ミネルヴァ書房）2018年

課題に対するフィードバックの方法
リアクションペーパーについては次週の授業冒頭時にコメントの一部をピッ
クアップし、フィードバックをする。また、レポートについてもレポート締
め切り後の授業で全体に対して書き方や内容についてフィードバックを行う
予定である。

成績評価の方法
リアクションペーパー・平常点（20%）、レポート（20～25%）、定期試験

（55～60％）の成績による。

その他
オ フ ィ ス ア ワ ー は 授 業 後 に 実 施 す る 予 定 で あ る。連 絡 先：
mail@shintarokurachi.org

科目ナンバー：（PE）ECN291J

財政学
2単位

2年次

講師 倉 地 真太郎

授業の概要・到達目標
授業の到達目標及びテーマ
本講義の目標は、財政と市場の関係性、日本と諸外国が直面する財政問題を
学び、財政政策と公共サービスの意義と課題を理解すること、身近な社会問
題を財政学的視点でとらえることである。

授業の概要
本講義では、財政学の基本的な考えを、理論と実際の両面から学習する。現
在、日本は未曽有の政府債務を抱えており、将来の公共サービスの持続可能
性に対して多くの人々が不安を抱えている。これに加えて、2020年初頭から
新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を奮っている。政府はコロナ対策
として類を見ない規模の財政支出を決定したが、多額の財政出動にもかかわ
らず貧富の差は拡大し、コロナ危機からの脱却には至っていない。さらに
2022年からはウクライナ危機の影響が世界中に及び、多くの国々が物価高騰
対策を実施している状況にある。危機の時代において、あるべき財政の姿は
どのようなものだろうか。なぜ、このような財政問題が発生しているのか。
どのようにすれば解決可能なのか。財政学の学習を糸口として、現代社会の
課題について理解を深める。

授業内容
授業計画
第1回目 イントロダクション～財政とは何か～
第2回目 財政の機能と役割
第3回目 予算原則と予算編成
第4回目 直接税─所得税・法人税・資産課税
第5回目 間接税─消費税・環境税
第6回目 財政赤字
第7回目 財政政策・金融政策
第8回目 社会保険と租税
第9回目 現金給付─生活保護・年金
第10回目 現物給付─医療・介護・保育
第11回目 地方財政─地方税
第12回目 地方財政─地方交付税
第13回目 グローバル化と財政
第14回目 まとめ

履修の注意点
授業はスライドを中心に進める。すべての講義資料は事前にOh-o! meijiのク
ラスウェブにアップロードする予定である。

準備学習の内容
日頃からニュースに目を通し、時事問題に広く関心を持つようにすること。
講義資料や講義で紹介した参考文献を確認し、復習する必要がある。

教科書
指定しない。随時、プリント（パワーポイント教材）を配布する。

参考書
『財政学の扉をひらく』高端正幸・佐藤滋（有斐閣）2020年、『財政学（改訂
版）』神野直彦（有斐閣）2007年、『現代財政を学ぶ』池上岳彦ら（有斐閣）
2015年、『福祉財政』高端正幸・伊集守直編（ミネルヴァ書房）2018年

課題に対するフィードバックの方法
リアクションペーパーについては次週の授業冒頭時にコメントの一部をピッ
クアップし、フィードバックをする。また、レポートについてもレポート締
め切り後の授業で全体に対して書き方や内容についてフィードバックを行う
予定である。

成績評価の方法
リアクションペーパー・平常点（20%）、レポート（20～25%）、定期試験

（55～60％）の成績による。

その他
オ フ ィ ス ア ワ ー は 授 業 後 に 実 施 す る 予 定 で あ る。連 絡 先：
mail@shintarokurachi.org
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科目ナンバー：（PE）ECN221J

経済学史
2単位

2年次

教授 高 橋 信 勝

授業の概要・到達目標
経済学は体系的な社会科学の代表格であるといわれる．私たちが

経済学科で学ぶ経済学とは、経済の「理論」、経済および経済学の
「歴史」、経済の「政策」という3つの部門に大きく分かれている．
この経済学史の授業では、その名のとおり、経済学の歴史を学ぶ．
しかし、上記のような経済学内部での学問の「分業」は学び手自身
による「統合」への努力を伴わなければ、経済学の体系的な習得
は、おぼつかないものとなる．経済学史の授業内容と他の2年次選
択必修科目との関連をつねに意識して、授業に臨むことが望まし
い．

本講座が経済学科の2年次選択必修であることに鑑みて、重商主
義を起点とする経済学の通史を講じる．授業では3・4年次の専門
課程での講義を見据えて、経済学の生成と展開過程についての基本
知識のみならず、経済学の歴史的知見のなかに秘められた社会現象
の多様な見方にも触れる．

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： 重商主義とフィジオクラシー
第3回： スミスの普遍的富裕の増進論
第4回： マルサスの人口論
第5回： リカードウの利潤率低下論
第6回： ミルの価格論と停止状態論
第7回： リストのキャッチアップ論
第8回： 限界革命による経済学の革新
第9回： マーシャルの価格論と有機的成長論
第10回： ピグーの厚生経済学
第11回： ケインズ経済学とマネタリズム
第12回： シュンペーターのイノベーション論と景気循環論
第13回： 経済学の歴史研究の意義
第14回： まとめ

履修の注意点
とくになし．

準備学習の内容
予習： とくに必要はない．
復習： 授業内容の詳細な板書は行わないので、授業のメモを含め
てノートを整理し直すこと．また講義の「道筋」に当たる内容につ
いては、別途自分で要約を作成すること．

教科書
とくに指定しない．

参考書
経済学史学会編『経済思想史辞典』丸善株式会社．
岡田純一『経済思想史』東洋経済新報社．
馬場啓之介『近代経済学史』東洋経済新報社．
その他の推奨文献は、必要に応じて授業中に紹介する．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
評価の比率は小テストが40パーセント、定期試験が60パーセントで
ある．

その他
なし．

科目ナンバー：（PE）ECN221J

経済学史
2単位

2年次

教授 高 橋 信 勝

授業の概要・到達目標
経済学は体系的な社会科学の代表格であるといわれる．私たちが

経済学科で学ぶ経済学とは、経済の「理論」、経済および経済学の
「歴史」、経済の「政策」という3つの部門に大きく分かれている．
この経済学史の授業では、その名のとおり、経済学の歴史を学ぶ．
しかし、上記のような経済学内部での学問の「分業」は学び手自身
による「統合」への努力を伴わなければ、経済学の体系的な習得
は、おぼつかないものとなる．経済学史の授業内容と他の2年次選
択必修科目との関連をつねに意識して、授業に臨むことが望まし
い．

本講座が経済学科の2年次選択必修であることに鑑みて、重商主
義を起点とする経済学の通史を講じる．授業では3・4年次の専門
課程での講義を見据えて、経済学の生成と展開過程についての基本
知識のみならず、経済学の歴史的知見のなかに秘められた社会現象
の多様な見方にも触れる．

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： 重商主義とフィジオクラシー
第3回： スミスの普遍的富裕の増進論
第4回： マルサスの人口論
第5回： リカードウの利潤率低下論
第6回： ミルの価格論と停止状態論
第7回： リストのキャッチアップ論
第8回： 限界革命による経済学の革新
第9回： マーシャルの価格論と有機的成長論
第10回： ピグーの厚生経済学
第11回： ケインズ経済学とマネタリズム
第12回： シュンペーターのイノベーション論と景気循環論
第13回： 経済学の歴史研究の意義
第14回： まとめ

履修の注意点
とくになし．

準備学習の内容
予習： とくに必要はない．
復習： 授業内容の詳細な板書は行わないので、授業のメモを含め
てノートを整理し直すこと．また講義の「道筋」に当たる内容につ
いては、別途自分で要約を作成すること．

教科書
とくに指定しない．

参考書
経済学史学会編『経済思想史辞典』丸善株式会社．
岡田純一『経済思想史』東洋経済新報社．
馬場啓之介『近代経済学史』東洋経済新報社．
その他の推奨文献は、必要に応じて授業中に紹介する．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
評価の比率は小テストが40パーセント、定期試験が60パーセントで
ある．

その他
なし．
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科目ナンバー：（PE）ECN221J

経済学史
2単位

2年次

教授 高 橋 信 勝

授業の概要・到達目標
経済学は体系的な社会科学の代表格であるといわれる．私たちが

経済学科で学ぶ経済学とは、経済の「理論」、経済および経済学の
「歴史」、経済の「政策」という3つの部門に大きく分かれている．
この経済学史の授業では、その名のとおり、経済学の歴史を学ぶ．
しかし、上記のような経済学内部での学問の「分業」は学び手自身
による「統合」への努力を伴わなければ、経済学の体系的な習得
は、おぼつかないものとなる．経済学史の授業内容と他の2年次選
択必修科目との関連をつねに意識して、授業に臨むことが望まし
い．

本講座が経済学科の2年次選択必修であることに鑑みて、重商主
義を起点とする経済学の通史を講じる．授業では3・4年次の専門
課程での講義を見据えて、経済学の生成と展開過程についての基本
知識のみならず、経済学の歴史的知見のなかに秘められた社会現象
の多様な見方にも触れる．

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： 重商主義とフィジオクラシー
第3回： スミスの普遍的富裕の増進論
第4回： マルサスの人口論
第5回： リカードウの利潤率低下論
第6回： ミルの価格論と停止状態論
第7回： リストのキャッチアップ論
第8回： 限界革命による経済学の革新
第9回： マーシャルの価格論と有機的成長論
第10回： ピグーの厚生経済学
第11回： ケインズ経済学とマネタリズム
第12回： シュンペーターのイノベーション論と景気循環論
第13回： 経済学の歴史研究の意義
第14回： まとめ

履修の注意点
とくになし．

準備学習の内容
予習： とくに必要はない．
復習： 授業内容の詳細な板書は行わないので、授業のメモを含め
てノートを整理し直すこと．また講義の「道筋」に当たる内容につ
いては、別途自分で要約を作成すること．

教科書
とくに指定しない．

参考書
経済学史学会編『経済思想史辞典』丸善株式会社．
岡田純一『経済思想史』東洋経済新報社．
馬場啓之介『近代経済学史』東洋経済新報社．
その他の推奨文献は、必要に応じて授業中に紹介する．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
評価の比率は小テストが40パーセント、定期試験が60パーセントで
ある．

その他
なし．

科目ナンバー：（PE）ECN241J

現代経済事情
2単位

2年次

教授 飯 田 泰 之

授業の概要・到達目標
経済データに関する基礎知識を修得することを目標とするととも
に、データを用いた日本経済論・国際経済論を理解するための基礎
知識を講義する．3年時以降の学習に向け、自身でのデータ収集や
データ調整を行うための基礎知識を講義する．

授業内容
1. Introduction
2. 経済理論の目指すもの・データ分析でわかること
3. SNA(国民経済計算)と戦後日本経済史
4. 経済成長論と世界の経済成長
5. 景気とは何か
6. 財政政策と世界の財政状況
7. 金融政策の国際比較
8. インフレ・デフレと景気・経済成長
9. 資産価格の理論と実際
10. 国際収支統計と為替レート
11. 日本の労働市場
12. 日本の地域経済問題
13. 産業連関分析と経済効果
14. まとめ

履修の注意点
ミクロ経済学・マクロ経済学に関する基礎知識は履修済であること
を想定して講義を進める．そのため、各自で必要を感じた場合には
ミクロ経済学・マクロ経済学に関する入門的な書籍を副読書として
活用しながら受講してほしい．

準備学習の内容
日々の経済ニュースに関心を持ちながら受講してほしい．

教科書
指定しない．

参考書
開講時に指定する．多岐にわたるテーマを扱う講義のため、多くの
参考文献に言及すると思われる．興味を持ったテーマについて参考
文献を通じて深く学ぶことを勧めたい．

課題に対するフィードバックの方法
開講時に指示する．

成績評価の方法
期末テストとレポートから評価する．

その他
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科目ナンバー：（PE）ECN241J

現代経済事情
2単位

2年次

教授 飯 田 泰 之

授業の概要・到達目標
経済データに関する基礎知識を修得することを目標とするととも
に、データを用いた日本経済論・国際経済論を理解するための基礎
知識を講義する．3年時以降の学習に向け、自身でのデータ収集や
データ調整を行うための基礎知識を講義する．

授業内容
1. Introduction
2. 経済理論の目指すもの・データ分析でわかること
3. SNA(国民経済計算)と戦後日本経済史
4. 経済成長論と世界の経済成長
5. 景気とは何か
6. 財政政策と世界の財政状況
7. 金融政策の国際比較
8. インフレ・デフレと景気・経済成長
9. 資産価格の理論と実際
10. 国際収支統計と為替レート
11. 日本の労働市場
12. 日本の地域経済問題
13. 産業連関分析と経済効果
14. まとめ

履修の注意点
ミクロ経済学・マクロ経済学に関する基礎知識は履修済であること
を想定して講義を進める．そのため、各自で必要を感じた場合には
ミクロ経済学・マクロ経済学に関する入門的な書籍を副読書として
活用しながら受講してほしい．

準備学習の内容
日々の経済ニュースに関心を持ちながら受講してほしい．

教科書
指定しない．

参考書
開講時に指定する．多岐にわたるテーマを扱う講義のため、多くの
参考文献に言及すると思われる．興味を持ったテーマについて参考
文献を通じて深く学ぶことを勧めたい．

課題に対するフィードバックの方法
開講時に指示する．

成績評価の方法
期末テストとレポートから評価する．

その他

科目ナンバー：（PE）ECN241J

現代経済事情
2単位

2年次

教授 飯 田 泰 之

授業の概要・到達目標
経済データに関する基礎知識を修得することを目標とするととも
に、データを用いた日本経済論・国際経済論を理解するための基礎
知識を講義する．3年時以降の学習に向け、自身でのデータ収集や
データ調整を行うための基礎知識を講義する．

授業内容
1. Introduction
2. 経済理論の目指すもの・データ分析でわかること
3. SNA(国民経済計算)と戦後日本経済史
4. 経済成長論と世界の経済成長
5. 景気とは何か
6. 財政政策と世界の財政状況
7. 金融政策の国際比較
8. インフレ・デフレと景気・経済成長
9. 資産価格の理論と実際
10. 国際収支統計と為替レート
11. 日本の労働市場
12. 日本の地域経済問題
13. 産業連関分析と経済効果
14. まとめ

履修の注意点
ミクロ経済学・マクロ経済学に関する基礎知識は履修済であること
を想定して講義を進める．そのため、各自で必要を感じた場合には
ミクロ経済学・マクロ経済学に関する入門的な書籍を副読書として
活用しながら受講してほしい．

準備学習の内容
日々の経済ニュースに関心を持ちながら受講してほしい．

教科書
指定しない．

参考書
開講時に指定する．多岐にわたるテーマを扱う講義のため、多くの
参考文献に言及すると思われる．興味を持ったテーマについて参考
文献を通じて深く学ぶことを勧めたい．

課題に対するフィードバックの方法
開講時に指示する．

成績評価の方法
期末テストとレポートから評価する．

その他
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科目ナンバー：（PE）ECN211J

経済原論
4単位

1・2年次

講師 高 橋 聡

授業の概要・到達目標
(1)授業概要

経済原論（Principles of Political Economy）は、資本主義経済の原理（Principles＝メカニズム・法則性）を解明する科目である。具体的には、資本主義
の歴史的展開をふまえて次の二つの原理を解明する。①人間・社会・自然のトータルなあり方としての資本主義経済の再生産構造、②資本主義経済の景気変
動と長期的動態。

経済学は、学派によって資本主義の見方（ヴィジョン）と分析手法が異なる。現在の大学では、ミクロ経済学（＝新古典派経済学）の方法に従って、ミクロ
経済学だけでなくマクロ経済学も講義されている。これに対して本講義では、マルクスと非主流派経済学（ケインズ学派、制度学派など)の理論に即して経
済現象を解明する。これにより、ミクロ・マクロの講義ともあわせて資本主義にアプローチする多様な分析手法を身に着けてほしい。

(2) 到達目標
①資本主義経済の構造の理解。②経済と社会の歴史的方向を読みとる力を身につけること。自分がこれからどのような社会を生きるのかを講義を通じて考

えてみること。具体的には、以下のような問題を資本主義経済の構造と動態に即して読み解く。①労働－長時間労働やパワハラ、②雇用・失業・貧困－技術
進歩と失業、③社会の持続可能性－少子高齢化、ワーク・ライフ・バランス（労働と家庭）

授業内容
第1回目 経済原論で何を学ぶことができるか？ミクロ・マクロ経済学と経済原論のちがい
第2回目 資本主義経済と市場経済のちがい。資本主義経済の歴史的発展区分
第3回目 市場の基本構造とその特質 商品と貨幣
第4回目 市場の基本構造とその特質 貨幣の諸機能
第5回目 近代的企業システムと産業資本 資本とは何か
第6回目 近代的企業システムと産業資本 資本の再生産
第7回目 近代的企業システムと産業資本 資本内部の人的組織
第8回目 近代的企業システムと産業資本 資本の所有
第9回目 剰余価値の理論 剰余価値とは何か
第10回目 剰余価値の理論 絶対的剰余価値
第11回目 剰余価値の理論 相対的剰余価値
第12回目 剰余価値の理論 特別剰余価値
第13回目 再生産と産業連関 資本主義経済とその分析視角
第14回目 再生産と産業連関 単純再生産表式
第15回目 再生産と産業連関 拡大再生産表式
第16回目 前半のまとめ、理解度の確認
第17回目 諸資本間の競争と利潤 資本の行動指針としての利潤率
第18回目 諸資本間の競争と利潤 利潤率の規制要因と資本の行動
第19回目 諸資本間の競争と利潤 部門間競争と平均利潤、生産価格
第16回目 資本主義経済と失業 相対的過剰人口の理論
第17回目 資本主義経済と失業 産業予備軍の形成メカニズム
第18回目 資本主義経済と失業 ケインズの雇用理論
第19回目 資本主義経済と消費 マルクスの消費概念と再生産構造
第20回目 資本主義経済と消費 制度学派（ヴェブレンとガルブレイス）とレギュラシオン学派
第21回目 資本主義経済と消費 消費過程のこれから－豊かさとは何か
第22回目 商業資本と銀行資本、そして信用制度 商業資本と銀行資本
第23回目 商業資本と銀行資本、そして信用制度 信用の機能とコントロール
第24回目 商業資本と銀行資本、そして信用制度 流動性選好説（ケインズ）と貨幣数量説（フリードマン）
第25回目 恐慌・景気循環論 資本主義の確立と景気循環
第26回目 恐慌・景気循環論 独占資本主義における景気循環の変容
第27回目 現代資本主義論 高度経済成長の時代
第28回目 現代資本主義論 ブレトンウッズ体制の崩壊から金融グローバリゼーションへ

履修の注意点
マクロ経済学、経済史、経済思想史の履修をお勧めする。授業とは教員と学生が共同で創造するものと考えるので、授業づくりに参加・協力してほしい。質
問やコメントも積極的に提供してほしい。

準備学習の内容
予習：次回範囲の教科書・プリントを読み、疑問点をあげておくこと。
復習：疑問点を解決することができたかどうかを確認し、授業で指示された箇所をまとめ、問題を解くこと。

教科書
『現代資本主義の経済理論』飯田和人・髙橋聡・高橋輝好（日本経済評論社）、2016年。

参考書
使用しない。ただし、授業で配布する資料に記載されている参考文献に目を通すことが望ましい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
中間試験50％、期末試験50％

その他
講義は主にマルクス派の経済学となるとはいえ、講義担当者自らがこれを絶対視しているわけではない。資本主義経済に起こるある一つの現象（たとえば失
業）に対しても、学派ごとにその把握や評価の仕方が大きく異なるという思考の相対化のための視点を極力提供する。受講者にも、自らのこれまでの社会の
見方・考え方を一旦相対化してみることをすすめる。また政治経済学部は、「政治を学ぶことなくして経済は理解できない。経済を学ぶことなくして政治を
理解することもできない」をモットーとするので、政治学科、地域行政学科、他学部の学生でもついていける内容と進度を心がけるつもりである。
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科目ナンバー：（PE）ECN231J

統計学
4単位

1・2年次

教授 永 原 裕 一

授業の概要・到達目標
社会科学における分析の基礎として、統計学の考え方及び分析手法を学ぶ。自らデータ分析を実行していくにあたっての理論的な背景を理

解することを到達目標とする。

授業内容
第1回：（a.のみ：イントロダクション）統計学とは何か
第2回：統計学の歴史1
第3回：統計学の歴史2
第4回：度数分布表による計算
第5回：ヒストグラム
第6回：中心の特性値の導入
第7回：中心の特性値の計算
第8回：ばらつきの特性値の導入
第9回：ばらつきの特性値の計算
第10回：散布図の見方
第11回：相関係数の導入
第12回：相関係数の計算
第13回：回帰分析の導入
第14回：回帰分析の計算
第15回：回帰分析の応用
第16回：場合の数の復習
第17回：確率の基礎
第18回：確率の応用
第19回：確率変数
第20回：確率分布の基礎
第21回：二項分布
第22回：正規分布
第23回：母集団と推定
第24回：中心極限定理
第25回：推定量の基礎と応用
第26回：点推定と区間推定
第27回：検定
第28回：まとめ

履修の注意点
授業中に演習をするので、電卓を持参のこと。
関連科目：社会科学方法論、数量経済分析、経済統計学、応用数量分析

準備学習の内容
記述統計学や確率論などは、高校の範囲について復習しておくこと。

教科書
教科書：特に指定しない。

参考書
田中勝人著『基礎コース 統計学』、新世社
東京大学教養学部統計学教室編『統計学入門』、東大出版会
森棟公夫・照井伸彦・中川満・西埜晴久・黒住英司『統計学』、増補版、有斐閣

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
期末試験 100％

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN231J

統計学
4単位

1・2年次

講師 関 根 篤 史

授業の概要・到達目標
【講義概要】統計学の基礎理論について講義を行う。具体的には、記述統計、確率、分布、推定、仮説検定、回帰分析である。この講義では、
これらの理論を基礎として、Excelを用いたデータ分析について解説する。

【到達目標】統計学の基礎理論について理解を深めることを目標とする。この講義では、統計学の基礎となる推定や仮説検定、回帰分析を学ぶ
だけでなく、Excelを使ってどのようにデータ分析を行うのか、また出力された結果に対してどのように解釈するのかについて理解を深めるこ
とが期待される。

授業内容
第1回目 イントロダクション（統計学とは）
第2回目 『統計学基礎講義』第2章 データを記述する図
第3回目 『統計学基礎講義』第3章 度数分布表から計算する数値的尺度
第4回目 『統計学基礎講義』第4章 確率
第5回目 『統計学基礎講義』第5章 確率変数と確率分布
第6回目 『統計学基礎講義』第6章 確率変数の関数と標準化
第7回目 『統計学基礎講義』第7章 正規分布
第8回目 『統計学基礎講義』第8章 中心極限定理
第9回目 『統計学基礎講義』第8章 中心極限定理
第10回目 『統計学基礎講義』第9章 信頼区間の推定
第11回目 『統計学基礎講義』第10章 仮説検定
第12回目 『統計学基礎講義』第11章 相関分析
第13回目 『統計学基礎講義』第12章 回帰分析の基礎
第14回目 『統計学基礎講義』第13章 回帰式の説明力
第15回目 『統計学基礎講義』第14章 回帰分析と仮説検定
第16回目 『統計学基礎講義』第14章 回帰分析と仮説検定
第17回目 『統計学基礎講義』第15章 様々な平均
第18回目 中間試験
第19回目 『統計学基礎講義』第16章 所得不平等度の分析
第20回目 『統計学基礎講義』第16章 所得不平等度の分析
第21回目 『統計学基礎講義』第17章 二項分布
第22回目 『統計学基礎講義』第17章 二項分布
第23回目 『統計学基礎講義』第18章 二項分布の推定と検定
第24回目 『統計学基礎講義』第18章 二項分布の推定と検定
第25回目 『統計学基礎講義』第19章 様々な分布
第26回目 『統計学基礎講義』第19章 様々な分布
第27回目 『統計学基礎講義』第20章 パラメーターの推定
第28回目 『統計学基礎講義』第20章 パラメーターの推定

履修の注意点
授業内でExcelの実習を行うので、出来る限りノートPCを持参することが望ましい。

準備学習の内容
事前に該当の章を読んで来ることが望ましい。また授業後には、実習で学習した内容をもう一度自分で復習すること。

教科書
秋山裕 (2022)『統計学基礎講義 第3版』慶應義塾大学出版会。

参考書
森棟公夫・照井伸彦・中川満・西埜晴久・黒住英司 (2015)『統計学 改訂版』有斐閣。

課題に対するフィードバックの方法
授業内で問題演習を行い、その解説を行う予定である。

成績評価の方法
期末試験(50%)、中間試験(50%)

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）ECN211J

数量経済分析
2単位

1・2年次

講師 齋 藤 雅 己

授業の概要・到達目標
（授業の概要） 経済学においては、多くの分野で数学的な手法や思考法を用いた理論展開
がなされているため、数学的素養がなければ講義内容を十分に理解することはできないと
いう現状がある。しかし、「数学的手法を用いているから経済学はむずかしい」というの
は誤った先入観であり、実際には、「数学的手法を用いることで経済学はやさしくなる」
と言える。なぜならば、数学は、複雑に絡み合った現実の経済現象を論理的かつ明快に整
理し、分析する強力なツールとなってくれるからである。本講義では、このような「経済
学における分析ツール」としての基本的な数学手法を学ぶとともに、そうした数学的手法
が経済学へどのように応用されているのかを学んでいく。

（到達目標） 本講義を通じて、受講生が学部レベルの経済学の学習に必要な数学的知識を
身につけるとともに、専門科目における講義に対応できるだけの数学的基礎能力を養成す
ることを目的としている。

授業内容
本講義は、以下の内容と順序にしたがって進めていく予定である。

第1回：イントロダクション ～ 経済学における数学的アプローチ ～
第2回：高校数学の復習
第3回：経済学におけるグラフ・方程式の応用
第4回：数列とその応用
第5回：指数関数と対数関数
第6回：微分法の基礎（1）
第7回：微分法の基礎（2）
第8回：微分の経済学的応用
第9回：積分法の基礎
第10回：積分の経済学的応用
第11回：線形代数の基礎（1）
第12回：線形代数の基礎（2）
第13回：経済学における線形代数の応用
第14回：確率と統計の基礎
※第1回の授業において、より詳細なシラバスを配布し、講義の進め方や受講時の基本的
ルール、出席・試験・成績評価などの重要事項について説明いたします。この科目の単位
取得を考えている学生は、必ず出席するようにして下さい。

履修の注意点
数学を苦手に感じている人は、これまで数学を学ぶ過程のどこかで分からなくなってし

まい、道に迷ってしまっただけですので、この講義を通じて基礎から積み重ねていくこと
で必ず理解することができるようになります。しかしながら、欠席をしてしまっては、そ
のような積み重ねが困難となり、それ以降の講義内容についていくことができなくなって
しまいます。くれぐれも欠席しないように注意してください。

また、数学的な手法は、説明を何度も聞いたとしても、実際に自分で問題を解いてみな
いかぎり身に付くものではありません。その意味では、この科目は「実技科目」であると
言えます。そのため、受け身で講義を受けるのではなく、受講生の主体的かつ継続的な努
力が望まれます。具体的には、受講生が数学的手法に対する理解を深め、それらを十分に
身につけるために、毎回、演習問題や復習・応用課題を配布し、自ら問題を解くという作
業を行ってもらいます。

なお、受講生は高校1年生程度の数学知識があれば十分であり、本講義は、数学に苦手
意識を持っている人や昔習った数学を忘れてしまった人も含めて、基礎から学んでいく講
座となっています。

準備学習の内容
（予習・復習） 毎回の授業終了後にOh-o! Meijiで提示される次回授業範囲について、事前
に教科書・参考書を読み、レジュメ内容の理解に努めること。また、授業で十分に理解で
きなかった箇所について、レジュメとノート、および教科書・参考書を用いて調べなおす
こと。

（復習・応用課題） 毎週、講義内容に関連した復習・応用課題を配布するので、次の授業
までに各自で問題を解いてくる（答えだけではなく、答えの導出過程も含めて記述する）。

（現実経済の情報収集） 本講義は、現実の世界経済において生じている様々な問題と関連
させながら進めていくため、日常的に関心を持って経済情報の収集・整理を行ってくださ
い。少なくとも、毎日、代表的な経済情報紙である「日本経済新聞」に目を通し、重要な
出来事や経済問題についての知識を積み上げていく必要があります。そうすることで、経
済学に対する理解が深まるとともに、経済学を学ぶことが楽しくなるはずです。

教科書
『経済学で出る数学 高校数学からきちんと攻める（改訂版）』、尾山大輔・安田洋祐編

著（日本評論社、2013年）
※上記のテキストは、授業の予習・復習等、自宅での学習に用いる「サブテキスト」とな
ります。

参考書
初回講義において提示します。

課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業の冒頭に、前回授業で出された重要な質問に回答するほか、オンライン

（Zoom）による週1回のオフィスアワーを設けて学生からの質問に対応します。なお、時
間的制約が大きい場合には、解説動画をYouTube上へ限定公開することも検討していま
す。

成績評価の方法
期末試験の点数（100％）に授業への参加度（特別加点による上乗せ、最大15％）を加

えて、100点満点で評価する。なお、授業への参加度は、[1] 毎回の復習・応用課題の提出
（10％分）、[2] 教室で配布する「出席確認票」の提出および出席コメント送信（5％分）、
という2点を特別加点として評価する。

その他
（基本科目）マクロ経済学、ミクロ経済学
※上記科目の単位を取得していなくても履修は可能ですが、その場合、経済学の様々な概
念を理解するのに時間がかかることが考えられます。自らの数学的力量を勘案するととも
に、ミクロ経済学・マクロ経済学を本講座と同時並行で学んでいくことが可能かどうか、
事前に十分検討してください。

（関連科目）線形代数学、解析学、基礎数学、数学概論

科目ナンバー：（PE）ECN211J

数量経済分析
2単位

1・2年次

教授 八 木 尚 志

授業の概要・到達目標
経済分析に必要となる数学的知識を取り上げて講義を行います。

高校で身に付けた数学の学力は履修者によってさまざまであるかも
しれませんが、この講義では、数学の知識とともに、毎回の講義に
おいてどのような数学の理解がどのような経済分析に関連している
か応用されるかという点に配慮して講義を進める予定です。

授業内容
第1回 経済数量のとらえ方1
第2回 経済数量のとらえ方2
第3回 経済数量のとらえ方3
第4回 関数とグラフ、方程式
第5回 指数関数と対数関数
第6回 生産関数と効用関数
第7回 行列とベクトル
第8回 経済分析と微分1
第9回 経済分析と微分2
第10回 中間テスト
第11回 経済分析と微分3
第12回 経済分析と微分4
第13回 経済分析と積分
第14回 経済分析と積分

履修の注意点
毎回出席（小テストをかねる場合もあります）を取ります。欠席

をしないようにしてください。

準備学習の内容
次回の内容についてプリントを配布します。
配付プリントを用いて準備をして下さい。

教科書
毎回プリントを配布する予定です。

参考書
授業中に案内します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（確認を行うことがあります）および中間試験（60％程度を
考えていますが授業の進行を見て調整します）、
期末試験（40%程度を考えていますが授業の進行を見て調整しま
す）

その他
経済学の基礎となる数学をわかりやすく講義するように努力しま

す。現代の経済分析においては、ソフトウェアを利用して簡単に計
算ができるようになってきていますが、基礎的な概念を理解した
り、自分で計算してみることを心がけてください。
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科目ナンバー：（PE）ECN281J

日本経済史
4単位

1・2年次

准教授 日 向 祥 子

授業の概要・到達目標
［授業の概要］幕末・開港から高度成長期までの日本経済・社会について、その変容過程を学ぶ。
［到達目標］日本経済・社会の在り様が変容してきた過程について、基本的な知識を習得するとともに、ごく基本的な経済学の理解に基づいて
史的因果関係を吟味する力を身につける。

授業内容
第1回目 黒船襲来（講義）
第2回目 黒船襲来（小テスト＆確認）
第3回目 維新の税制改革（講義）
第4回目 維新の税制改革（小テスト＆確認）
第5回目 明治14年政変（講義）
第6回目 明治14年政変（小テスト＆確認）
第7回目 足尾鉱毒事件（講義）
第8回目 足尾鉱毒事件（小テスト＆確認）
第9回目 別子暴動事件（講義）
第10回目 別子暴動事件（小テスト＆確認）
第11回目 大正政変（講義）
第12回目 大正政変（小テスト＆確認）
第13回目 米騒動（講義）
第14回目 米騒動（小テスト＆確認）
第15回目 昭和恐慌（講義）
第16回目 昭和恐慌（小テスト＆確認）
第17回目 2.26事件（講義）
第18回目 2.26事件（小テスト＆確認）
第19回目 敗戦（講義）
第20回目 敗戦（小テスト＆確認）
第21回目 ドッジ・ライン（講義）
第22回目 ドッジ・ライン（小テスト＆確認）
第23回目 保守合同と55年体制（講義）
第24回目 保守合同と55年体制（小テスト＆確認）
第25回目 新日本製鉄の成立（講義）
第26回目 新日本製鉄の成立（小テスト＆確認）
第27回目 ドル・ショックと石油危機（講義）
第28回目 ドル・ショックと石油危機（小テスト＆確認）

履修の注意点
・講義資料はOh-o! Meijiシステムを通じて配信するので、各自印刷のうえ講義に臨むこと。
・期末試験は持ち込み不可。また、出題形式などの事前情報提供は行わない。

準備学習の内容
講義資料には、各回末尾に「理解の確認」として論述形式の問いをつけるので、その問いに解答できるよう復習を行うとよい。
なお、各講義の受講前に「理解の確認」に目を通しておくと、講義を通して理解すべきポイントが予め把握でき、効率的と思われる。

教科書
・『（新版）日本経済の事件簿』武田晴人（日本経済評論社）2009年

参考書
特になし

課題に対するフィードバックの方法
小テストおよび確認課題については講義中に解説を行う。

成績評価の方法
小テスト（50％）、期末試験（50％）

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN221J

社会思想史
4単位

1・2年次

講師 杉 本 隆 司

授業の概要・到達目標
この授業では、社会思想史における宗教と合理化の問題を検討する。古来より西欧では、宗教は単なる個人の信仰に留まらず、政治や経済などあ
らゆる社会的な場面に浸透してきた。マックス・ウェーバーは、こうした宗教的世界観から近代以降の合理的世界観への転換を「脱魔術化」の過
程として特徴づけた。だが近年では、西欧とイスラムの摩擦に象徴されるように再び世俗化の問題が現実の政治的課題となっている。この授業は
キリスト教と異教（魔術）、文明と野生（野蛮）、プロテスタンティズムと資本主義といったテーマを中心に、社会と宗教の緊張関係を近代初頭ま
でさかのぼり、従来の市民社会論や近代化論では周縁に置かれてきた宗教問題の系譜を社会思想の観点からとらえ直すことを目的とする。

授業内容
中世まで神学者たちは異教・異端を排除しつつ聖書の歴史を人類史として描いてきた。だが近世以降、キリスト教文明とは異質な世界観が西欧世
界に流入する。その仕方はキリスト教・文明批判という直接的な形もあれば、古典古代や新大陸の称揚、ユートピア思想の形をとることもある。
他方、キリスト教の側からの反論も生まれるが、それもプロテスタントとカトリックでは一枚岩ではなく、経験主義など世俗の思想からも野生や
自然状態の称揚を批判する動きが現れる。授業ではこれらの流れを歴史的に整理し、国家と教会、啓蒙主義と宗教批判、観念論と唯物論（実証主
義）をめぐる諸問題を思想史のなかで改めて検討する。最後にキリスト教が失墜した19世紀に再び世俗宗教による社会の組織化を掲げた思想潮流
に社会学思想や社会主義の起源を置きなおし、現代の社会と宗教の在り方や自由主義批判の思想的起源についても併せて考える。
1）イントロダクション─授業の概要
2）西欧思想と現代─ポスト世俗化の時代
3）ユダヤ・キリスト教の歴史①─律法主義と原罪・贖罪意識
4）ユダヤ・キリスト教の歴史②─福音書の普遍主義、愛と正義
5）中世キリスト教思想の展開①─教父の異教批判と教会制度の確立
6）中世キリスト教思想の展開②─アウグスティヌスからスコラ哲学へ
7）宗教改革の史的展開①─ルターのカトリック批判と領邦教会制
8）宗教改革の史的展開②─カルヴァンの禁欲思想とベーコンのイドラ論
9）宗教改革の史的展開③─ウェーバーの脱魔術化論と資本蓄積論
10）宗教改革の史的展開④─デモノロジーの盛衰とボダンの自由意志論争
11）新大陸と野生の「発見」①─アリストテレス復興と文明化の使命論
12）新大陸と野生の「発見」②─「無主の地」論批判と高貴な野生人論
13）ユマニスムとユートピア思想①─モンテーニュの懐疑とモアの文明批判
14）ユマニスムとユートピア思想②─新プラトン主義とユマニスム思想
15）理神論と経験主義①─自然宗教論とスピノザの寛容思想
16）理神論と経験主義②─デカルトの合理論、ホッブズの自然状態批判
17）理神論と経験主義③─ロックの経験論と生得観念批判
18）啓蒙思想の史的展開①─ヴォルテールとモンテスキューの思想
19）啓蒙思想の史的展開②─啓蒙のユートピアとルソーの文明批判
20）啓蒙思想の史的展開③─進歩思想とヒュームの理神論批判
21）啓蒙思想の史的展開④─国家・宗教・言語の起源論争
22）フランス革命とロマン主義①─ネーションの創出とライシテ思想
23）フランス革命とロマン主義②─ロマン主義の啓蒙批判と反文明論
24）ドイツ観念論と社会主義①─ヘーゲルの歴史哲学と市民社会批判
25）ドイツ観念論と社会主義②─フォイエルバッハからマルクス疎外論へ
26）フランス実証主義と社会学①─サン＝シモンとコントの社会組織思想
27）フランス実証主義と社会学②─カトリック社会主義とデュルケム社会学
28）全体の解説とまとめ

履修の注意点
受講者の数に応じて出席票を配布する予定。私語、スマホ厳禁。

準備学習の内容
毎回の授業の内容について、ノートに沿って理解を深めるとともに、毎回配布するレジュメで指示する参考図書のうち関心のあるものを自分でさ
らに読んで調べてみる。また、毎回のテーマは、下記の【参考書】欄の事典などにすべて載っている重要項目なので、事前に問題のイメージを得
ておく。

教科書
なし。毎回プリントを配布。

参考書
マックス・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』大塚久雄訳、岩波文庫、1989年（諸版あり）
梅津順一『近代経済人の宗教的根源─ヴェーバー、バクスター、スミス』みすず書房、1989
ピエール・ミュッソ『サン=シモンとサン=シモン主義』杉本隆司訳、文庫クセジュ、2019年
安藤隆穂、坂本達哉ほか編『社会思想史事典』丸善、2019年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業の前半の終りに中間小テストを行う。欠席が過半数を上回る場合、期末試験の資格を失う。この中間テスト（30％）と期末試験（70％）を総
合して評価します（合計100％）。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN221J

経済思想
4単位

1・2年次

准教授 奥 山 誠

授業の概要・到達目標
経済思想は、それが生まれてきた時代の社会的背景あるいは制度的環境と切り離すことはできない。なぜなら、経済思想とは、そのときど

きの経済社会が抱える問題に答えようとする経済学者たちの真摯な努力のうえに築かれるものだからである。
本講義では、近代初期のヨーロッパを舞台として生まれた経済思想がどのような時代的特殊性と時代を超えた普遍性を有していたのかにつ

いて検討を行う。考察の範囲としては、経済学の黎明である重商主義、重農主義からアダム・スミスを嚆矢とする古典派経済学を経て、その
批判的継承としてのマルクス、歴史学派経済学、アメリカ制度学派までを予定している。

主要な経済思想について一通りの理解を得ること、また現代を代表する経済システムである「資本主義」の特徴をより具体的に掴めるよう
になることを到達目標とする。

授業内容
第1回 ： イントロダクション
第2回 ： 中世封建社会と「資本主義」
第3回 ： 重商主義の時代と経済政策
第4回 ： 重商主義の理論1 マンとペティ
第5回 ： 重商主義の理論2 ヒュームとステュアート
第6回 ： 重農主義の時代と経済政策
第7回 ： ケネーの経済思想と「経済表」
第8回 ： 古典学派の時代と経済政策
第9回 ： アダム・スミスの生涯と著作
第10回 ： 『国富論』概説1 富と分業、 価値・価格論
第11回 ： 『国富論』概説2 資本投下論と重商主義批判
第12回 ： 『国富論』概説3 経済と国家、 政策提言
第13回 ： マルサスの人口論とゴドウィン批判
第14回 ： 穀物法をめぐるリカードウとマルサスの論争
第15回 ： 地代論と「資本主義」に対する長期的展望
第16回 ： ミルにおける環境経済思想の萌芽と「停止状態」
第17回 ： 社会主義経済学の興隆とマルクスの『資本論』
第18回 ： 労働価値説と人間の疎外、 物象化論
第19回 ： 剰余価値の形成と搾取、 資本蓄積論
第20回 ： ドイツ産業革命と歴史学派の生誕
第21回 ： ゾンバルトの「近代資本主義」論
第22回 ： ヴェーバーにおける宗教と経済
第23回 ： シュンペーターの企業家観と経済発展論
第24回 ： 歴史学派の波及とアメリカ制度学派
第25回 ： ヴェブレンにおける大衆消費社会論
第26回 ： 世界恐慌とケインズ
第27回 ： ガルブレイスの現代資本主義論
第28回 ： 経済思想の古典と現代をつなぐ スミスとセン

履修の注意点
社会思想史、経済史を併せて履修すること。

準備学習の内容
授業で扱ったテーマについて参考書の該当箇所を読むこと。

教科書
特に定めない。

参考書
『経済思想』 長峰章編著 （学文社） 2015年
『経済思想の源流』 金子光男編著 （八千代出版） 2008年
『経済思想』 松原隆一郎 （新世社） 2001年
『経済思想』 八木紀一郎 （日経文庫） 1993年
『経済思想』 猪木武徳 （岩波書店） 1987年

課題に対するフィードバックの方法
授業中に行う。

成績評価の方法
平常点（30％）、 期末試験（70％）

その他
初回の授業には必ず出席すること。
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科目ナンバー：（PE）LAW261J

民法（総則）
2単位

2年次

兼任講師 松 野 民 雄

授業の概要・到達目標
《授業の概要》

民法は、人と人との間の法律関係を規律する最も基本となる法律
である。民法の内容は、民法総則、物権法、債権法、家族法（親族
法・相続法）によって構成されている。この授業においては、民法
の中の「民法総則」に関する基礎知識の修得を目的として講義を行
う。授業の中では、民法総則の内容について、なるべく多くの具体
例を用いて解説し、興味深く民法総則に関する基礎知識を修得でき
るように進めていく。

この授業では、公務員試験・国家試験（宅建試験・行政書士試
験・司法書士試験等）・法学検定試験等の合格をも念頭において進
めていく。

《授業の到達目標》
この授業では、民法の中の上記分野に関して、公務員試験（国家

一般職、地方上級）・国家試験（宅建試験、行政書士試験）合格レ
ベルの基礎知識の修得と法的思考力の涵養を到達目標としている。

授業内容
第1回 イントロダクション、民法とは何か
第2回 民法典の構造、民法の指導原理、私権の制限
第3回 権利の主体（自然人と法人）
第4回 自然人の能力（権利能力、意思能力、行為能力）
第5回 制限行為能力者制度（未成年者、成年被後見人）
第6回 制限行為能力者制度（被保佐人、被補助人）
第7回 制限行為能力者制度（取引の相手方の保護）
第8回 法律行為（意義、成立要件、有効要件）
第9回 意思表示（その1）
第10回 意思表示（その2）
第11回 代理制度（その1）
第12回 代理制度（その2）
第13回 時効制度（その1）
第14回 時効制度（その2）

履修の注意点
受講に際しては、必ず、指定教科書と六法を持参すること。

準備学習の内容
教科書中、授業の進行予定に該当する箇所を、よく読んでおくこ

と。

教科書
松野民雄著『現代民法概要』（嵯峨野書院、2023年）

参考書
1．『民法判例百選Ⅰ 総則・物権［第9版］』（別冊ジュリスト
No.262、有斐閣、2023年）
2．『六法』（どのようなものでもよい。小型のもので可。例えば、

『ポケット六法』有斐閣、令和5年版など。
3．中舎寛樹著『民法総則［第2版］』（日本評論社、2018年）

その他、必要に応じて、授業の際に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への出席（3分の2以上）が、当然の前提となる。そして、

平常点（授業への参加度・受講態度等30%）および定期試験の結果
（70%）によって総合的に評価する。

その他
本年度春学期、民法（総則）が試験科目になっている公務員試験

または国家試験に合格した者については、特例措置あり。

科目ナンバー：（PE）LAW261J

民法（物権）
2単位

2年次

兼任講師 松 野 民 雄

授業の概要・到達目標
《授業の概要》

民法は、人と人との間の法律関係を規律する最も基本となる法律
である。民法の内容は、民法総則、物権法、債権法、家族法（親族
法・相続法）によって構成されている。この授業においては、民法
の中の「物権法」に関する基礎知識の修得を目的として講義を行
う。授業の中では、物権法の内容について、なるべく多くの具体例
を用いて解説し、興味深く物権法に関する基礎知識を修得できるよ
うに進めていく。

この授業では、公務員試験・国家試験（宅建試験・行政書士試
験・司法書士試験等）・法学検定試験等の合格をも念頭において進
めていく。

《授業の到達目標》
この授業では、民法の中の上記分野に関して、公務員試験（国家

一般職、地方上級）・国家試験（宅建試験、行政書士試験）合格レ
ベルの基礎知識の修得と法的思考力の涵養を到達目標としている。

授業内容
第1回 イントロダクション、物権の意義・性質
第2回 物権の効力
第3回 物権変動の時期、対抗要件
第4回 不動産物権変動（その1）
第5回 不動産物権変動（その2）
第6回 動産物権変動
第7回 占有権
第8回 所有権
第9回 用益物権
第10回 担保物権の意義・性質
第11回 担保物権の効力
第12回 抵当権（その1）
第13回 抵当権（その2）
第14回 抵当権（その3）

履修の注意点
受講に際しては、必ず、指定教科書と六法を持参すること。

準備学習の内容
教科書中、授業の進行予定に該当する箇所を、よく読んでおくこ

と。

教科書
松野民雄著『現代民法概要』（嵯峨野書院、2023年）

参考書
1『民法判例百選Ⅰ 総則・物権［第9版］』（別冊ジュリスト
No.262、有斐閣、2023年）
2．『六法』（どのようなものでもよい。小型のもので可。例えば、

『ポケット六法』有斐閣、令和5年版など）。
3．中舎寛樹著『物権法』（日本評論社、2022年）

その他、必要に応じて、授業の際に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への出席（3分の2以上）が、当然の前提となる。そして、

平常点（授業への参加度・受講態度等30%）および定期試験の結果
（70%）によって総合的に評価する。

その他
本年度秋学期、民法（物権）が試験科目になっている公務員試

験、国家試験または検定試験（法学検定試験等）に合格した者につ
いては、特例措置あり。
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科目ナンバー：（PE）POL291J

地方自治法
2単位

1・2年次

教授 牛 山 久仁彦

授業の概要・到達目標
日本の地方自治は、90年代に進められた地方分権の推進によって、
大きく前進した。それ以前にも、地方自治は憲法保障されており、
戦後改革をふまえた地方自治の確立がなされていたが、戦前からの
官治集権が引きつがれた面もあり、地方自治のあり方が問われてい
た。本講義では、日本国憲法に規定された自治権保障の基本的な原
則をふまえ、憲法付属法ともいわれる地方自治法の基本的な原理と
制度等について講義を行う。この講義を通じて地方自治の基本原理
についての法的な理解を深め、地方自治の基本的な構造と制度につ
いての概略についての知見を得る。

授業内容
本講義では、地方自治の基本的な原理について、地方自治法を学ぶ
ことによって理解する。その上で、国地方の関係や地方自治に関連
する諸制度の法的な根拠について学び、地方自治の意義と制度につ
いての理解を深めていく。講義の具体的な内容と進め方は以下の通
り。
第1回 講義の進め方について（地方自治法についての概略）
第2回 地方自治の法原理（地方自治の意義と根拠）
第3回 地方自治法制の歴史（戦前の地方制度）
第4回 日本国憲法と地方自治法
第5回 自治体の種類と自治体の区域（都道府県と市区町村）
第6回 自治体の合併と道州制
第7回 自治体政治と二元代表制
第8回 自治体住民とその権利と義務
第9回 自治立法権と例規
第10回 政策法務と自治体条例
第11回 自治行政権と自治体の事務
第12回 国の関与と中央-地方関係
第13回 公の施設の管理と指定管理者制度
第14回 自治財政権と自治体の財務・全体のまとめ

履修の注意点
生きた地方自治法を習得・理解するためには、自治体が直面する諸
問題について、行政法、行政学、政治学をはじめ、社会学や財政学
など広範な視点からの理解が不可欠である。本講座では、憲法学・
行政法学など法律学的な視点を重視するが、政策法務的な思考が求
められることから、地方自治の現状に関心をもち、具体的な自治体
の動向について気を配ることを望む。

準備学習の内容
講義内容について事前にテキスト等で確認するとともに、地方自治
法の条文や判例との関連について理解を深める。

教科書
人見剛・須藤陽子『ホーンブック地方自治法』北樹出版

参考書
磯部力・小幡純子・斎藤誠編『地方自治判例百選（第四版）』（有斐
閣）
六法（「地方自治法」が収録されていれば出版社は問わない）
他は講義内で適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
学期末の試験の結果により評価する。なお、講義への参加状況やリ
アクションぺーパーなどの結果も評価に加算する。

その他
講義中の私語等、講義の妨げになったり、他の履修者の迷惑になる
行為は厳禁とする。

科目ナンバー：（PE）POL291J

地域研究論
2単位

1・2年次

兼任講師（文） 谷 川 尚 哉

授業の概要・到達目標
そもそも、地域研究とは何であるのか。そのアプローチを地理学

の立場から考えていきたい。
私たちが生活している場所（地域）は、大なり小なり様々な問題

を抱えている。地理学ではそれを、地域問題または地域矛盾と呼
ぶ。地域の実態を調査研究すれば、おのずと地域問題が浮かび上が
り、次は、その問題解決のための模索が始まるというものである。
この地域問題の正しい理解を到達目標としたい。

具体的な地域として、香川県小豆郡土庄町豊島（てしま）を取り
上げる。瀬戸内海に浮かぶ島である。この豊島が、産業廃棄物の不
法投棄の場となった。住民たちは、その問題に真正面から取り組ん
だ。問題は、一応の解決を見たが、島民の高齢化は進む。今、豊島
は、新たなる「島興し」を模索している。

授業内容
第1回目 地域とは何か（1）
第2回目 地域とは何か（2）
第3回目 地域調査とは何か（1）
第4回目 地域調査とは何か（2）
第5回目 豊島産廃問題を理解する（1）
第6回目 豊島産廃問題を理解する（2）
第7回目 豊島産廃問題を理解する（3）
第8回目 豊島産廃問題を理解する（4）
第9回目 豊島産廃問題を理解する（5）
第10回目 豊島産廃問題を理解する（6）
第11回目 豊島産廃問題を理解する（7）
第12回目 豊島産廃問題を理解する（8）
第13回目 豊島産廃問題を理解する（9）
第14回目 豊島産廃問題を理解する（10）

履修の注意点
欠席回数が授業回数の3分の1を超えた者は試験を受けられな

い。

準備学習の内容
高校程度の地図帳があると良い。下記の参考書を一読することを

薦める。

教科書
現時点では未定である。ビデオ教材を活用する。

参考書
大川真郎『豊島産業廃棄物不法投棄事件』日本評論社、2001年。
曽根英二『ゴミが降る島』日本経済新聞社、1999年。
中坊公平『中坊公平・私の事件簿』集英社新書、2000年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
期末の試験（100点満点・持ち込み不可）が100%である。レポー

ト等での代替はない。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）POL291J

地域分析法
2単位

1・2年次

教授 廣 松 悟

授業の概要・到達目標
この授業では、空間を明示的な分析単位としたアプローチの実際について、

毎回、導入的な講義に引き続いて参加者各自に演習課題に積極的に取組んで
もらうことを通じて、都市や地域に関連する専門諸科目へのイントロダク
ションとしたい。

授業内容
1．イントロダクション
2．地域分析入門（1）

地域統計の実際
3．地域分析入門（2）

地域データの特質とその限界
4．地域分析入門（3）

同演習
5．地域分析の実際（1）

地域特化指数について
6．地域分析の実際（2）

立地係数と地域集積
7．地域分析の実際（3）

同演習
8．地域分析の実際（4）

GIS ソフトの導入と使用
9．地域分析の実際（5）

同演習
10．地域分析の実際（6）

多変量解析法の導入 a
11．地域分析の実際（7）

多変量解析法の導入 b
12．地域分析の実際（8）

多変量解析法の導入 c
13．地域分析とプレゼンテーション（1）

プレゼンテーションと地図化
14．表地域分析とプレゼンテーション（2）

表象としての「地図」の特質と限界（含演習）

履修の注意点
学科を問わず、生活の場としての都市や地域に関する様々なトピックにつ

いて、何らかの「具体的関心」を抱いていることをこの科目履修のための最
低必要条件としたい。なお、演習の課題遂行上 PC 表計算ソフトを使用する
ので、基本操作については既知であることが望まれる。つまり、データ入力
や計算式の利用等の基本事項については特に解説はしないということ。なお、
それ以外のソフトウェア操作等については、授業中で解説する。PCの数に制
限あり。超えた場合（30数名）には抽せんを行う。

準備学習の内容
講義内容の正確な理解と運用を図るため、講義終了時に関連する問題を提

示し次週開始時に解答およびその補足を適宜行う、ので、そのための積極的
な対応が求められる。

教科書
特に定めない。講義中に適宜プリント類を配布する。

参考書
特に定めないが、その都度、必要に応じて詳細な文献リストを配布する。

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて適宜、授業内野このオーメイジを通じた質疑応答や各自のレ

ポート・テーマについて面接等を行う。

成績評価の方法
複数の演習の成果により、それらの「総合評価」とする。各課題の「重み

付け」や課題提出の手順等については、初回オリエンテーションで詳しく述
べるので、単位取得希望者は必ず出席のこと。原則的に、初回出席ができな
い学生の受講は認められない。

その他
関連科目である「地域研究論」（2単位）の受講を勧める。
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科目ナンバー：（PE）ACC211J

簿記論
4単位

1・2年次

教授（会計） 梅 原 秀 継

授業の概要・到達目標
本講義は、これから会計学の学習を開始する者を対象として、特に財務会計論の入門レベルの知識修得を目指している。また本講義では、財
務会計論の根幹となる会計基準を題材とするとともに、その理解に役立つように設例を用いた説明を行う。

授業内容
第1回 企業会計の基礎（1）
第2回 企業会計の基礎（2）
第3回 貸借対照表と損益計算書（1）
第4回 貸借対照表と損益計算書（2）
第5回 貸借対照表と損益計算書（3）
第6回 棚卸資産（1）
第7回 棚卸資産（2）
第8回 棚卸資産（3）
第9回 固定資産（1）
第10回 固定資産（2）
第11回 固定資産（3）
第12回 金銭債権と金銭債務（1）
第13回 金銭債権と金銭債務（2）
第14回 貸借対照表の構成
第15回 損益計算書の構成
第16回 負債会計（1）
第17回 負債会計（2）
第18回 資本会計（1）
第19回 資本会計（2）
第20回 収益会計（1）
第21回 収益会計（2）
第22回 法人税等と課税所得
第23回 有価証券
第24回 無形資産（1）
第25回 無形資産（2）
第26回 総まとめ・演習（1）
第27回 総まとめ・演習（2）
第28回 総まとめ・演習（3）

履修の注意点
会計学の理解には、初歩的な簿記（仕訳）の知識が不可欠である。授業でも簿記の仕組みは説明するが、あらゆる機会を利用して簿記の学習
に努めること。

準備学習の内容
復習に際しては、授業で配布するレジュメの他、参考文献などを吟味すること。

教科書
梅原秀継（2022）『財務会計論』白桃書房。

参考書
テーマに応じて必要な参考文献は、適宜、指示する。

課題に対するフィードバックの方法
授業における質疑のほか、Oh-o! Meijiのクラスウェブ機能も利用する。

成績評価の方法
授業への貢献度（20％）と定期試験（80％）により評価する。

その他
本講義をきっかけとして、社会で生起している多くの会計問題に目を向け、より上級レベルの学習に進まれることを期待したい。
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科目ナンバー：（PE）IND211J

社会科学方法論
4単位

1・2年次

講師 中 島 満 大

授業の概要・到達目標
大学に入り、概念、理論、仮説などの言葉を耳にする機会も増えたと思う。これらの言葉は、研究の方法論に関係する用語である。本講義

の前半では、研究（ex. 卒業研究）を実施する際に必要となる方法論やその考え方について解説していく。後半では、各調査法について概説
し、それぞれの調査法の強みや注意すべき点を説明していく。

本講義では、皆さんが、社会科学方法論に基づいて、卒業研究などの研究計画を立案できることを到達目標とする。自分で問いを立て、先
行研究を整理し、何らかの方法で調査し、その調査を土台として論文を執筆していくための基礎的な力の習得を本講義では目指していく。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 リサーチ・リテラシーとは何か？
第3回目 科学という方法（1）科学と疑似科学
第4回目 科学という方法（2）帰納と演繹
第5回目 リサーチ・デザイン（1）量的調査と質的調査
第6回目 リサーチ・デザイン（2）分析単位と時間の扱い方
第7回目 因果関係
第8回目 概念化と操作化
第9回目 測定
第10回目 サンプリング
第11回目 ケーススタディ
第12回目 先行研究との接続
第13回目 調査倫理（1）
第14回目 調査倫理（2）
第15回目 実験（1）実験のロジック
第16回目 実験（2）実験室実験／サーベイ実験／フィールド実験
第17回目 サーベイ・リサーチ（1）サーベイのプロセス
第18回目 サーベイ・リサーチ（2）質問紙の作成
第19回目 参与観察（1）参与観察の考え方
第20回目 参与観察（2）参与観察を使った研究事例
第21回目 インタビュー（1）インタビューのプロセス
第22回目 インタビュー（2）インタビューを使った研究事例
第23回目 既存データ分析（1）二次分析
第24回目 既存データ析（2）内容分析と計量テキスト分析
第25回目 最終課題の説明
第26回目 混合研究法
第27回目 研究計画の立案
第28回目 論文／レポートを書き上げるということ

履修の注意点
課題（社会問題に関する研究計画書）では、学生がテーマ設定を行うため、「何の社会問題にも関心がない」、「自分の人生には何の問題も発

生していない」等といった学生は、そこで苦労することが多いです。「問題のない問題」を抱えている学生は、その点に十分注意してから履修
するようにしてください。

準備学習の内容
この講義（特に後半部）では、該当する調査法を用いた研究論文や文献を読んでくることを求める。できるだけおもしろい研究にふれて、

「自分もやってみたい」と思ってもらえることが理想である。

教科書
毎回、レジュメを配布する。

参考書
適宜、講義で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（40％）と研究計画書（60％）で成績を評価する。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）POL191J

政治学・社会学総合講座【2017年度以降入学者】〔メディア授業科目〕
政治・社会研究総合講座【2016年度以前入学者】〔メディア授業科目〕

2単位

1年次

複数担当者

授業の概要・到達目標
政治学・社会学を学ぶにあたって、知っておいてほしい基本的な事柄、トピックスを取り上げる。
各回の担当者が「政治学理論」、「政治史・政治思想」、および「社会学」のさまざまなテーマを入門的に解説する。
これらを通じて、政治学科で学ぶ内容に興味を持ってもらい、一年次から専門教育につながる学習を促すことがねらいである。

2．授業内容
授業内容 授業日 担当者 テーマ 備考
第1回目 4月14日 重田園江 ガイダンス メディア授業（オンデマンド型）
第2回目 4月21日 高橋一行 民主主義は必要なのか メディア授業（オンデマンド型）
第3回目 4月28日 堀金由美 アジアの中の日本─学際的アプローチのすすめ─ メディア授業（オンデマンド型）
第4回目 5月12日 外池力 デモクラシーと人権 メディア授業（オンデマンド型）
第5回目 5月19日 伊藤剛 国際関係論入門 メディア授業（オンデマンド型）
第6回目 5月26日 井田正道 世論調査と政治 メディア授業（オンデマンド型）
第7回目 6月2日 西村弥 危機管理から学ぶ行政の役割 メディア授業（オンデマンド型）
第8回目 6月9日 野澤千絵 人口減少社会と都市政策 メディア授業（オンデマンド型）
第9回目 6月16日 水戸部由枝 戦後日本とドイツの産児制限をめぐるポリティクス メディア授業（オンデマンド型）
第10回目 6月23日 髙山裕二 自由はどこまで可能か：政治理論史入門 メディア授業（オンデマンド型）
第11回目 6月30日 相原耕作 普選と婦選─二つの戦後デモクラシー メディア授業（オンデマンド型）
第12回目 7月7日 鍾家新 社会的役割という社会学の基本概念から人生過程を考える メディア授業（オンデマンド型）
第13回目 7月14日 荒木淳子 心理学入門 メディア授業（オンデマンド型）
第14回目 7月21日 碇陽子 文化人類学入門 メディア授業（オンデマンド型）

履修の注意点
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、毎週金曜日の午前9時までにOh-o! Meijiシステムを通じて配信し、授業動画は当該授業日の午前9時から週明け火曜日0時（月
曜日の24時）まで視聴を可能とする。なお、毎回の講義動画に対して課題を設け、Oh-o! Meijiシステムの「出欠管理」、「レポート」、「アン
ケート」、「小テスト」等の機能を用いて提出を求め、出席確認およ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
機能等を活用し、意見交換の場を設ける。

準備学習の内容
講義では、期日までに取り組むべき課題を指示するので、それらを学習したうえで、講義動画を視聴すること。

教科書
使用しない。Oh-o! Meijiシステムを通じて資料等を配布する事がある。

参考書
使用しない。Oh-o! Meijiシステムを通じて資料等を配布する事がある。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点および各授業回で課される小テストの成績を加味して総合的に評価する。※対面形式での授業は行わない。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）POL191J

経済学総合講座【2017年度以降入学者】〔メディア授業科目〕
経済研究総合講座【2016年度以前入学者】〔メディア授業科目〕

2単位

1年次

複数担当者

授業の概要・到達目標
経済学科の学生のなかには、「経済学を学ぼう」という高い理想をもって入学したものの、「経済学がわからない」、「経済学はどうやって学習するのか」という壁にぶつかるケースが多々ある。
本講座は「経済学を何から学んでいいのかわからない」「経済学を学ぶにはどういった文献を読んだらいいのか」といった学生に対して、経済学の基礎を提供することを目的としている。本講座

では、経済学の基礎について理論、歴史、政策、総合の分野から専門の教員が講義を行い、経済学をやさしく解説する。履修者は各分野の専門教員から経済学の基礎を学ぶとともに、今後の経済
学研究の出発点にしてもらいたい。

授業内容
授業内容 授 業 日 担 当 者 テ ー マ 備 考
第1回目 4月10日 武田 巧 講座概要 メディア授業（オンデマンド型）
第2回目 4月17日 飯田 泰之 経済学的な思考の方法 メディア授業（オンデマンド型）
第3回目 4月24日 髙橋 聡 経済学者は豊かさや善き生をどう考えたか？ メディア授業（オンデマンド型）
第4回目 5月8日 井上 朋紀 ダイアモンド＝ディビッグの銀行取付のモデル メディア授業（オンデマンド型）
第5回目 5月15日 下斗米 秀之 経済史からみるアメリカの移民問題 メディア授業（オンデマンド型）
第6回目 5月22日 中島 満大 リサーチ・リテラシー入門 メディア授業（オンデマンド型）
第7回目 5月29日 小野島 真 日本の財政状況と税制の国際比較 メディア授業（オンデマンド型）
第8回目 6月5日 盛本 圭一 経済動態と私たち メディア授業（オンデマンド型）
第9回目 6月12日 齋藤 雅己 経済学的思考に基づく洞察力の養成 メディア授業（オンデマンド型）
第10回目 6月19日 原 ひろみ 日本の労働市場について考える メディア授業（オンデマンド型）
第11回目 6月26日 宮崎 イキサン 重力と貿易は同じ？ ─経済学の分析とそのツール─ メディア授業（オンデマンド型）
第12回目 7月3日 奥山 雅之 地域産業はどう変わったか メディア授業（オンデマンド型）
第13回目 7月10日 鎌田 健司 人口減少と少子化対策 メディア授業（オンデマンド型）
第14回目 7月17日 森下 正 Society5.0時代の人材採用・育成戦略 メディア授業（オンデマンド型）
授業内容 授 業 日 担 当 者 テ ー マ 備 考
第1回目 4月10日 武田 巧 講座概要 メディア授業（オンデマンド型）
第2回目 4月17日 武田 巧 経済学への誘い メディア授業（オンデマンド型）
第3回目 4月24日 平口 良司 不平等の固定化 メディア授業（オンデマンド型）
第4回目 5月8日 井上 朋紀 ダイアモンド＝ディビッグの銀行取付のモデル メディア授業（オンデマンド型）
第5回目 5月15日 日向 祥子 日本経済の歴史と財閥 メディア授業（オンデマンド型）
第6回目 5月22日 奥山 誠 西欧経済学と近代日本 メディア授業（オンデマンド型）
第7回目 5月29日 倉地 真太郎 日本財政と格差社会 メディア授業（オンデマンド型）
第8回目 6月5日 勝 悦子 日本経済と金融 メディア授業（オンデマンド型）
第9回目 6月12日 齋藤 雅己 経済学的思考に基づく洞察力の養成 メディア授業（オンデマンド型）
第10回目 6月19日 原 ひろみ 日本の労働市場について考える メディア授業（オンデマンド型）
第11回目 6月26日 宮崎 イキサン 重力と貿易は同じ？─経済学の分析とそのツール─ メディア授業（オンデマンド型）
第12回目 7月3日 廣松 悟 地域の経済的自立とその課題、ほか メディア授業（オンデマンド型）
第13回目 7月10日 髙橋 聡 経済学者は豊かさや善き生をどう考えたか？ メディア授業（オンデマンド型）
第14回目 7月17日 森下 正 Society5.0時代の人材採用・育成戦略 メディア授業（オンデマンド型）
授業内容 授 業 日 担 当 者 テ ー マ 備 考
第1回目 4月10日 武田 巧 講座概要 メディア授業（オンデマンド型）
第2回目 4月17日 武田 巧 経済学への誘い メディア授業（オンデマンド型）
第3回目 4月24日 平口 良司 不平等の固定化 メディア授業（オンデマンド型）
第4回目 5月8日 関根 篤史 経済データの統計分析 メディア授業（オンデマンド型）
第5回目 5月15日 赤津 正彦 経済史の多様性と可能性 メディア授業（オンデマンド型）
第6回目 5月22日 杉本 隆司 サン＝シモンの産業組織思想 メディア授業（オンデマンド型）
第7回目 5月29日 倉地 真太郎 日本財政と格差社会 メディア授業（オンデマンド型）
第8回目 6月5日 小早川 周司 デジタル社会と貨幣 メディア授業（オンデマンド型）
第9回目 6月12日 藤本 穣彦 国際協力プロジェクトの倫理と論理を考える メディア授業（オンデマンド型）
第10回目 6月19日 加藤 久和 地方創生と東京一極集中 メディア授業（オンデマンド型）
第11回目 6月26日 末永 啓一郎 iPhoneの経済学 メディア授業（オンデマンド型）
第12回目 7月3日 大森 正之 経済と環境はどうつながっているのか メディア授業（オンデマンド型）
第13回目 7月10日 鎌田 健司 人口減少と少子化対策 メディア授業（オンデマンド型）
第14回目 7月17日 森下 正 Society5.0時代の人材採用・育成戦略 メディア授業（オンデマンド型）

※各時限とも、理論・歴史・政策・総合等の分野をバランスよく開講する。

履修の注意点
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、毎週月曜日の午前9時までにOh-o! Meijiシステムを通じて配信し、授業動画は当該授業日の午前9時から各授業実施日の週の週末金曜日0時（木曜日の24時）まで視聴を可能とす
る。なお、毎回の講義動画に対して課題を設け、Oh-o! Meijiシステムの「出欠管理」、「レポート」、「アンケート」、「小テスト」等の機能を用いて提出を求め、出席確認およ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等を活用し、意見交換の場を設ける。

準備学習の内容
講義では、期日までに取り組むべき課題を指示するので、それらを学習したうえで、講義動画を視聴すること。

教科書
使用しない。Oh-o! Meijiシステムを通じて資料等を配布する事がある。

参考書
使用しない。Oh-o! Meijiシステムを通じて資料等を配布する事がある。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点および各授業回で課される小テストの成績を加味して総合的に評価する。※対面形式での授業は行わない。

その他
特になし。

─ 221 ─



科目ナンバー：（PE）POL191J

地域研究総合講座
4単位

2年次

複数担当者

授業の概要・到達目標
行政、企業、地域社会、3つのテーマを柱として、それぞれに関わる講義を行う。講師は、地域あるいはそれに関連する現場でご活躍され

ている先生方で、その経験をもとに、各分野の現状と問題点、課題などについてお話しいただく。地域において政策を展開・運用する際の、
地域の「実態」を十分に理解できるようになることを目的としている。自治体の政策形成、地域活性化、まちづくりなど、理論だけでは得ら
れない貴重な体験談等も紹介していただく。なお、初回と最終回は、専任教員による講座の概要、成績評価等のガイダンスを含めた導入講義
とまとめの講義を行なう。また「地域研究インターンシップ」を経験したOB・OGの話を聞いて、この総合講座がもつ意義に対する理解を深
めることもする。

こうした一連の講義により、地域づくりの最先端の取り組み状況を理解できるようになるとともに、3年生時に実施される「地域研究イン
ターンシップ」に参加する際の、「基礎体力」＝知識・見識・常識を身につけることを目的としている。

地域行政学科の必修科目であるため卒業のために必要なだけでなく、3年次の地域研究インターンシップに参加することを目指す学生は、
本講座を受講し、単位修得をしておかなければならない。

授業内容
4月10日（第1回）：ガイダンス 奥山雅之 政治経済学部教授
4月17日（第2回）：地方創生を自己実現の場としてHackしよう！ 斉藤隆秀 合同会社アンクアンドパートナー代表社員経済産業省地域未来

エキスパート
4月24日（第3回）：ワイズティーネットワーク株式会社代表取締役社長 根本泰昌
5月8日（第4回）：自治体にお金がないって本当ですか？─コロナ禍後の地方財政 菅原敏夫 元（公益財団法人）地方自治総合研究所研究

員
5月15日（第5回）：ポストコロナにおける中小企業支援機関の役割 黒澤元国 (一社)埼玉県商工会議所連合会広域指導員
5月22日（第6回）：忍術×社会課題 日本文化で世界を変える 甚川浩志 野忍風魔忍術道場主宰
5月29日（第7回）：（仮）これからの官民連携のまちづくり 小西龍人 株式会社 船場CREATOR事業本部 副本部長
6月5日（第8回）：ITを活用した中小企業戦略業戦略 妹尾八郎 髙光産業株式会社社長
6月12日（第9回）：社会課題の発見とその解決策となる政策や事業の構築について 高橋亮平 株式会社メルカリ会長室政策企画参事神奈川

県DX推進アドバイザー
6月19日（第10回）：現在調整中
6月29日（第11回）：現在調整中
7月3日（第12回）：（仮題）地方自治体の現状と課題、その対応 西澤雅樹 長野市 副市長
7月10日（第13回）：現在調整中
7月17日（第14回）：現在調整中

＊「現在調整中」の講師詳細は、決定次第Oh-o! Meijiクラスウェブに掲載

履修の注意点
地域行政学科の学生だけが「地域研究総合講座」を履修することができる。

準備学習の内容
次回の講義担当者について、プロフィール、著書、業績などを確認しておくとより興味が高まると思います。

教科書
なし。

参考書
なし。ただし、各講師より各講義時に紹介される場合がある。

成績評価の方法
授業での発言等貢献度（平常点）および講師から出された課題に対しレポートを提出することで総合的に評価される。したがって、定期試

験は実施されない。

その他
Oh-o! meijiシステムへのこまめなアクセスおよび「お知らせ機能」を携帯電話へ転送する設定をしておくとよい。
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科目ナンバー：（PE）POL291J

政治思想史【2022年度以降入学者】
政治学説史【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

准教授 高 山 裕 二

授業の概要・到達目標
【憲法から読む政治思想史】
現実の政治の背景には法制度があり、その背後には理念がある。今年度は、日

本国憲法の条文を手がかりに、現代政治の基礎をなす理念を読み解いていく。た
とえば、「近代」以降の政治思想史において生みだされた政教分離、国民主権、基
本的人権などの理念である。受講生は、政治学の名著の「原典」に直に触れ、時
間や場所の異なる思想（思考の蓄積）を知ることで、現代社会の問題を相対的に
捉える視座を養い、社会をよりよくする理念＝アイデアを少しでもそこから学び
とることが期待される。

講義では、主に日本の憲法の条文をまずは紹介したうえで、その背景にある思
想を理解するために各思想家のテキストを検討する。なかでも重要な著作の箇所
は「原典」にも目を通してじっくり読解する。

授業内容
プロローグ
第1回 『ロビンソン・クルーソー』の時代（近代政治思想史の課題）
第Ⅰ部 内戦の時代（16・17世紀）
第2回 政教分離（古代・中世の「法」思想とマキアヴェッリ）
第3回 思想・良心の自由（モンテーニュと宗教戦争）
第4回 主権／代表（ホッブズ）
第5回 議会／基本的人権（ロック）
第Ⅱ部 イングランドの世紀（18世紀）
第6回 権力分立（モンテスキュー）
第7回 結社／二院制（フェデラリスト）
第8回 経済的自由／財産権（ヒュームとスミス）
第Ⅲ部 フランス革命の時代
第9回 生存権／憲法改正（ルソー）
第10回 政党／代議制（バーク）
第11回 自衛権／公共性（カント）
第Ⅳ部 〈民主化〉の時代（19世紀）
第12回 地方自治／陪審制（トクヴィル）
第13回 平等／参政権（ミル）
第14回 議院内閣制／天皇（バジョット）
エピローグ
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

履修の注意点
とくに予備知識は必要としない。ただし、授業内容を理解するため、毎週紹介

する思想家のテキストや参考文献を中心に、関連図書を各自で入手し、そのつど
読むことが求められる。

準備学習の内容
授業で扱う思想家のテキストに少しでも目を通して予習をしておくこと。毎回

授業の最後に行う「ブリーフ・レポート」（当日提出型レポート）で授業の要点を
確認し、また次週の冒頭で行う解説を聞いて復習すること。

教科書
『憲法からよむ政治思想史』（有斐閣。2022年）

参考書
講義の進捗に合わせて適宜紹介するが、以下に、政治思想史全般に関わるもの

を一部あげておく。
・和田・高山編『政治思想と啓蒙』ナカニシヤ書店、近刊。
・野口・山本・髙山編『よくわかる政治思想』ミネルヴァ書房、2021年。
・川崎修・杉田敦編『西洋政治思想資料集』法政大学出版局、2014年。
・宇野重規『西洋政治思想史（有斐閣アルマ）』有斐閣、2013年。
・川出良枝・山岡龍一『西洋政治思想史──視座と論点』岩波テキストブックス、
2012年。
・ジョン・ロールズ『ロールズ 政治哲学史講義I II』岩波現代文庫、2020年。
・シェルドン・S. ウォーリン『政治とヴィジョン』尾形典男ほか訳、福村出版、
2007[1960]年。
・松本礼二・川出良枝『近代国家と近代革命の政治思想』放送大学教育振興会、
1997年。
・佐藤正志『政治思想のパラダイム─政治概念の持続と変容』新評論、1996年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点100%

＊毎回、授業内容を確認する「ブリーフ・レポート」を実施し、定期試験に代替
させる。
＊「中間レポート」の提出は任意。成績の「繰り上げ」に用いる。

その他
授業で紹介する参考文献のいくつかを各自で入手し、そのつど読むという姿勢

を持ってください。出欠はとりませんが、欠席せざるをえない場合は、各自で授
業内容の埋め合わせをしておくことが求められます。

各回のレジュメは事前にOh-o! Meiji上にアップします。また、「ブリーフ・レ
ポート」の採点結果はOh-o! Meijiを通じて通知します。COVID-19の流行状況次
第で授業形態や成績評価の方法が大きく変わることがあります。

科目ナンバー：（PE）POL291J

政治理論史【2022年度以降入学者】
政治学説分析【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

准教授 高 山 裕 二

授業の概要・到達目標
今日、政治リテラシーという言葉が聞かれるようになった。それは今、「ポピュ

リズム」が各国民の政治の基本知識や認識水準の低下ないし劣化によって世界中
で拡大しつつあると考えられているためである。

本講義では、そのような現象をデモクラシーの「専制」とみなしたうえで、そ
の原因や処方箋を、近代の政治理論史において形成された政治のコンセプトやイ
デオロギーを解説しながら考えていく。

前半では、フランス革命後に「宗教化」した民衆の政治の性質について思想分
析する。その際、ロベスピエールやジャクソンといった政治指導者の思想にもで
きるだけ触れる。後半では、ファシズム前夜、大衆社会の成立にともなって登場
したナショナリズムや人種問題、社会ダーウィニズム（エセ科学主義）の諸問題
を検討する。さらに、ファシズムについて、20世紀を代表する政治思想家、カー
ル・シュミットとハンナ・アーレントの政治理論を取り上げ、歴史的背景にも触
れながら分析する。

民主主義の構造的問題を鋭く指摘した政治理論を歴史的に理解することで、今
日民主主義諸国の抱える諸課題とそれへの解決策を、受講生各自が自分で考えら
れるようになることを目指す。

授業内容
第Ⅰ部 政治理論の現代的課題
第1回 イントロ：アニマル・ファーム訪問
第2回 「専制」とは何か？：古代から近代まで
第Ⅱ部 近代革命と「宗教化」する民衆の政治
第3回 共和主義：フランス革命とロベスピエール
第4回 民衆主義：アメリカ革命とジャクソン
第5回 自由主義：移り変わる専制と個人主義
第Ⅲ部 資本主義の矛盾とヨーロッパの世紀末
第6回 社会主義：ヘーゲルからマルクスへ
第7回 皇帝主義：普通選挙とカエサル問題
第8回 国民主義：官僚制と構造化される支配
第9回 科学主義：社会ダーウィニズムと人種差別
第Ⅳ部 ファシズムと世界大戦後の世界
第10回 議会主義：シュミットの「決められない」政治批判
第11回 独裁主義：シュミットと決断する政治
第12回 全体主義：アーレントのナチズム論
第13回 多元主義：アーレントの公共性論
第14回 環境主義：政治教育の可能性

＊講義内容は必要に応じて変更することがある。

履修の注意点
春学期の「政治思想史」を履修していることが望ましい。

準備学習の内容
授業で扱う思想家のテキストに少しでも目を通して予習をしておくこと。毎回

授業の最後に行う「ブリーフ・レポート」で授業の要点を確認し、また次週の冒
頭で行う解説を聞いて復習すること。

教科書
特になし。毎回事前にレジュメを配布する。

参考書
講義の進捗に合わせて適宜紹介するが、ここではさしあたり、政治理論史全般

に関わるものを一部あげておく。
・川崎修・杉田敦編『西洋政治思想資料集』法政大学出版局、2014年。
・宇野重規『西洋政治思想史（有斐閣アルマ）』有斐閣、2013年。
・川崎修・杉田敦編『現代政治理論（有斐閣アルマ）新版』有斐閣、2012年。
・川出良枝・山岡龍一『西洋政治思想史──視座と論点』岩波テキストブックス、
2012年。
・ジョン・ロールズ『ロールズ 政治哲学史講義I II』岩波現代文庫、2020年。
・シェルドン・S. ウォーリン『政治とヴィジョン』尾形典男ほか訳、福村出版、
2007[1960]年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点100%

＊毎回、授業内容を確認する「ブリーフ・レポート」を実施し、定期試験に代替
させる。
＊「中間レポート」の提出は任意。成績の「繰り上げ」に用いる。

その他
授業で紹介する参考文献のいくつかを各自で入手し、そのつど読むという姿勢

を持ってください。出欠はとりませんが、欠席せざるをえない場合は、各自で授
業内容の埋め合わせをしておくことが求められます。

各回のレジュメはOh-o! Meiji上に事前にアップし、2週間程度掲載します。ま
た、「ブリーフ・レポート」の採点結果はOh-o! Meijiを通じて通知します。
COVID-19の流行状況次第で授業形態や成績評価の方法が大きく変わることがあ
ります。
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科目ナンバー：（PE）POL291J

日本政治史
4単位

3・4年次

教授 小 西 徳 應

授業の概要・到達目標
日本の第2次大戦敗戦後を中心に、1960年代～70年代末までの政治・社会状況を主な対象として、世界情勢経済情勢も視野に入れながら、

「現代」を理解する基礎を身につけることを目的とする。
東西対決が終焉を迎えて30年以上が過ぎた現在も冷戦とその崩壊の余波が見られるだけでなく、次々と新たな「うねり」が世界を襲ってい

る。EU・ユーロ問題や WTO・APEC・TPP問題、さらには北朝鮮問題など、各地における多様なとり組みや紛争がすぐに思い浮かぶ。これ
らとのかかわりをはじめ日米・日中・日韓関係などにより、さまざまなレベルで世界とリンクしている日本も深刻な影響をまぬがれえない。
比較的最近の出来事を、日本独自の問題にかぎって見ても、選挙制度改革・政治改革・行政改革をはじめ、領土問題や北朝鮮の“ミサイル”発射
問題、さらには沖縄基地問題や安保法制問題など、多岐にわたる問題と密接な関係を持っていることがわかる。これらは戦後の日本が歩んで
きた路線に大きな変更を迫るものであり、われわれの生活に密着している政治や社会をいっそう不安定かつ不透明なものにしている。

今こそ、歴史を学ぶことで「現在」を正しく理解し、それによって「将来」を的確に予想していくことが不可欠になっている。同時に、上
述した日本国内での事象のほとんどが世界の動きと通底しているため、世界の動きを理解することなしに現在の日本を理解することはできな
い。講義ではこのことを念頭におき、今日の社会に大きな枠組みを与えることになった第2次大戦がいかなるものであったのか、その結果も
たらされた占領政策はどのようなものだったのか、世界情勢が変化する中でいかにそれが変遷していったのかに焦点を当てる。また日本の独
立後は、冷戦下で、世界情勢のさまざまな影響を受けながら、日本政治が変遷をたどることとなる。それらを分析することで、日本社会の特
性を明らかにするとともに、戦時・戦中の変化が今日の社会にどのような影響を与えているのかについて解説をする。またさまざまな資料や
映像などを教材として使用することにより「時代の雰囲気」の追体験もおこなう。

授業内容
便宜上、内閣を中心に時代を区分をして講義を進めるが、時事的な動きに合わせたタイムリーな議題もとり入れ、状況に応じて構成を変え

ることもある。
第1・2回 イントロダクション─政治史とは何か。第2次大戦とそれ以降の事象を学ぶ意義など
第3・4回 第2次大戦とは何だったのか（とくにヨーロッパにとって）
第5・6回 第2次大戦とアジア
第7～9回 第2次大戦と日本
第10・11回 無条件降伏と戦争責任
第12・13回 東久邇内閣の政策と果たした役割
第14～16回 アメリカの対日政策形成史と GHQ
第17回 幣原内閣（憲法改正過程、総選挙と政党・公職追放、民主化運動と2・1ゼネスト）
第18・19回 冷戦構造の始まりと国内政策の変更
第20・21回 第1次吉田内閣（芦田修正、東京裁判、農地解放、財閥解体）
第22～25回 片山・芦田内閣（社会党・中道政権の失政と長期低落、GHQ 内部の確執）、第2次～第5次吉田内閣
第26回 岸内閣と60年安保
第27回 三池闘争と戦後の住民参加
第28回 1960年代の社会運動と政府の対応（4大公害裁判、大学紛争と教育改革）

履修の注意点
関連科目は特に指定しないが、歴史の理解には幅広い関心と理解が不可欠であるので、断片的な知識に終わらせないように、目的意識を

もった不断の努力が不可欠である。また早朝からの講義であるが、本講義のねらいを明確に認識するためにも、第1回目から必ず出席するこ
と。

準備学習の内容
多様な通史を読んだり、紹介するビデオ等を見ることで、歴史的事実の把握に努めると同時に、歴史の捉え方の多様性と困難さを知るよう

に心がけること。

教科書
小西徳應他 『戦後日本政治の変遷』 （北樹出版）

参考書
テーマが多岐にわたるので講義のなかでそのつど紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
学期中に課す複数回の課題文と定期試験の成績。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）POL291E

日本政治史
4単位

3・4年次

特任講師 津 田 太 郎

授業の概要・到達目標
This is a survey of Japanese political history. We will look at important political developments and processes Japan has experienced both in its
domestic politics and in its foreign relations. Part I of the course (Classes 1-23) is a chronological survey of Japanese political history. Part II
(Classes 24-27) examines important contemporary political issues in Japan from a historical perspective. The premise is that politics and history
are closely intertwined, and that an objective and sophisticated understanding of history is essential to analyzing the most pressing political
problems and challenges of today.
The objectives of this course include: (1) understand how political actors, institutions, and processes in the Japanese state have changed and
have stayed the same over time; (2) reassess the main political events in Japan’s modern history; (3) enhance skills in advanced reading,
writing, and discussion in the English language.

授業内容
第1回目 Introduction: Japanese History and Politics
第2回目 The Tokugawa System
第3回目 The Fall of the Tokugawa and Meiji Restoration
第4回目 Early Meiji State-building
第5回目 Resistance and Rebellion
第6回目 The Meiji Constitution
第7回目 The Beginning of Parliamentary Government
第8回目 Imperialism in the Meiji Period
第9回目 Party Politics from Meiji to Taisho
第10回目 Japan and World War I
第11回目 “Liberal” Politics and Diplomacy of the 1920s
第12回目 The Rise of Militarism
第13回目 The Experience in the Colonies: Taiwan, Korea, and Manchuria
第14回目 The Asia-Pacific War
第15回目 Midterm Exam
第16回目 The Postwar Aftermath and US Occupation: Part I
第17回目 The Postwar Aftermath and US Occupation: Part II
第18回目 The 1955 System and Anpo Crisis
第19回目 Economic Development and Social Movements
第20回目 Political Transition in the 1970s
第21回目 The Economic Superstate
第22回目 The Lost Decades
第23回目 From Heisei to Reiwa
第24回目 Unresolved Issues: Okinawa
第25回目 Unresolved Issues: Territorial Disputes
第26回目 Unresolved Issues: Historical Memory
第27回目 Unresolved Issues: Constitutional Revision
第28回目 Conclusion and Synthesis

履修の注意点
This course will be conducted in English. An interest in history and politics is strongly recommended.

準備学習の内容
Students must do the assigned readings before each lecture and come to class prepared to participate actively in discussion and other activities.

教科書
Gordon, Andrew. 〈i〉A Modern History of Japan.〈/i〉 Fourth edition (New York: Oxford University Press, 2020).

参考書
Kitaoka Shinichi. 〈i〉The Political History of Modern Japan.〈/ i〉 translated by Robert D. Eldridge with Graham Leonard (Abingdon:
Routledge, 2018)

課題に対するフィードバックの方法
The instructor will provide written feedback for assignments. Additional guidance is also available by email or in office hours.

成績評価の方法
Class participation 30%, Response Papers 20%, Midterm Exam 20%, Final Exam 30%

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）POL291J

西洋政治史
4単位

3・4年次

教授 水戸部 由 枝

授業の概要・到達目標
世界でいち早く近代的な主権国家が成立したヨーロッパ。このヨーロッパにおいて政治社会はどのような変容をとげてきたのか。また、市民革命、産業革命、国民国家形成

を特徴とする近代から、グローバル化のもと国家統合が進められてきた現代にかけての、政治的な連続性・不連続性、諸政治社会現象の歴史的な因果関係、政治が経済や社会
におよぼした影響とはいかなるものなのか。

本講義では、ヨーロッパ政治史を中心に概観しながら、これらの問いについて考察する。その際、国家に関わる事柄だけに限らず、あらゆる社会的な諸集団、さらには諸個
人の間でも政治が機能していること（政治の多様性）、また、国家による権利保障や福祉・社会保障と引き替えに、どのような国家介入が家族や個人に対してなされたのかに
ついても言及したい。またトピックスとして、ジェンダー／セクシュアリティの歴史についても都度ふれる。
到達目標：現代から歴史にアプローチし、歴史から現代を捉え返すことで、過去だけでなく現在の政治・社会への理解をより深めること。さらには将来の社会のあり方につい
て考える力をつけること。

授業内容
（全28回）
第1回 イントロダクション：西洋政治史の意義
第2回 啓蒙の時代
第3回 フランス革命
第4回 ナポレオンの時代・ウィーン体制
第5回 ブルジョワ・自由主義の台頭
第6回 1848年革命
第7回 産業革命──急激な工業化が社会に与えた影響
第8回 国民国家形成──エスニシティ、ネイション、ナショナリズム
第9回 植民地主義、オリエンタリズム
第10回 帝国主義・帝国意識
第11回 第一次世界大戦──総力戦体制の成立
第12回 大戦中と大戦後の変化
第13回 ヴェルサイユ体制下のヨーロッパ政治──政治的・経済的動揺
第14回 ファシズム体制の成立
第15回 ナチ独裁体制
第16回 反ユダヤ主義──ホロコースト
第17回 第二次世界大戦
第18回 「過去の克服」
第19回 冷戦(1)──東西ドイツの建国とベルリンの壁建設
第20回 冷戦(2)──自由主義陣営と共産主義陣営の対立
第21回 冷戦の終結──ベルリンの壁崩壊
第22回 ヨーロッパ統合──経済統合から政治統合へ
第23回 福祉国家
第24回 学生運動──その前後の政治と社会
第25回 市民・社会運動、緑の党
第26回 新自由主義の台頭
第27回 移民・難民問題と極右政党の台頭
第28回 まとめ

履修の注意点
・授業は毎回パワーポイントを使って行う。各授業のレジュメは、Oh-o! Meiji「授業内容・資料」にて一定期間公開する。

準備学習の内容
授業内容の理解をより深めるために、歴史、特に西洋近現代史に関する基礎知識を事前に習得しておくことが望ましい。

教科書
教科書は特に指定しない。

参考書
1）網谷龍介・伊藤武・成廣孝編『ヨーロッパのデモクラシー』ナカニシヤ出版、2009年。
2）池本 大輔・板橋 拓己・川嶋 周一・佐藤 俊輔『EU政治論：国境を越えた統治のゆくえ』有斐閣、2020年。
3）岡義武『国際政治史』岩波現代文庫、2009年（初版、岩波全書、1955年）。
4）小川浩之・板橋拓己・ 青野利彦『国際政治史 ： 主権国家体系のあゆみ』2018年、有斐閣。
5）金澤周作・藤井崇・青谷秀紀・古谷大輔・坂本優一郎・小野沢透『論点・西洋史学』 2020年。
6）川越修・脇村幸平・友部謙一・花島誠人『ワークショップ社会経済史：現代人のための歴史ナビゲーション』ナカニシヤ出版、2010年。
7）木畑洋一『20世紀の歴史』岩波新書、2014年。
8) 君塚直隆『ヨーロッパ近代史』筑摩書房、2019年
9）木村靖二・近藤和彦編『近現代ヨーロッパ史』放送大学教育振興会、2006年。
10）篠原一『ヨーロッパの政治』東京大学出版会、1986年。
11）田野大輔・柳原伸洋『教養のドイツ現代史』ミネルヴァ書店、2016年。
12）中山洋平・水島治郎『改訂新版 ヨーロッパ政治史』放送大学教育振興会、2020年。
13）日本国際政治学会編（李鍾元・田中孝彦・細谷雄一責任編集）『日本の国際政治学4：歴史の中の国際政治』有斐閣、2009年。
14）馬場康雄・平島健司編『ヨーロッパ政治ハンドブック〔第2版〕』東京大学出版会、2010年。
15）平島健司・飯田芳弘『改訂新版 ヨーロッパ政治史』放送大学教育振興会、2010年。
16）平野千果子編『新しく学ぶフランス史』ミネルヴァ書房、2019年。
17）若尾祐司・井上茂子編『ドイツ文化史入門：16世紀から現代まで』昭和堂、2011年。
18）E. J .ホブズボーム（柳父国近・荒関めぐみ他訳）『資本の時代：1848-1875(1)(2)』みずず書房、2018年。（新装版）
19）E. J .ホブズボーム（野口建彦・野口照子他訳）『帝国の時代：1875-1914(1)(2)』みすず書房、1993, 1998年。
20）E. J .ホブズボーム（大井由紀訳）『20世紀の歴史(上)(下)』ちくま学芸文庫、2018年。
21）「シリーズ近現代ヨーロッパ200年史全4巻」：リチャードJ.エヴァンズ『力の追求（上・下）：ヨーロッパ史1815-1914』白水社、2018年／イアン・カーショー『地獄の淵
から：ヨーロッパ史1914-1949』『分断と統合への試練：ヨーロッパ史1950-2017』白水社、2919年
※その他、参考書、資料は講義中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
毎回授業内でリアクションペーパーのコメントをいくつか紹介し、さらに教員によるコメントや教員と学生または学生同士での意見交換を通じて、課題内容への理解を深め
る。

成績評価の方法
平常点40％（授業への参加度・リアクションペーパー）と学期末試験60％（論述形式）の総合点をもとに成績評価を行う。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）POL211J

現代思想
2単位

3・4年次

教授 重 田 園 江

授業の概要・到達目標
2022年2月、第二次世界大戦後最大規模の戦争が起こった。それによって明ら

かになったのは、戦争が武力衝突であるだけでなく、真理と虚偽をめぐる抗争で
もあるということだ。戦争においてなぜ真理が大きな賭金となるのか。そしてこ
れまで、真理と虚偽をめぐるどのような暴力的行いが、戦争においてなされてき
たのか。

こうした点について、ウクライナ戦争、第二次大戦時のソ連東欧地域、そして
ベトナム戦争、また第二次大戦時の東アジアを例に見ていく。焦点となるのはソ
連東欧についてはユダヤ人虐殺とウクライナ戦争での情報戦、またベトナム戦争
時のアメリカによる戦時国際法違反と自国軍人を対象に含む暴力、そして日本の
第二次大戦における情報操作と戦後の「国民＝犠牲者」史観の醸成などである。
・戦争とは単なる武力の衝突ではないことが分かる。
・戦争における真理の扱いを見ることで、現代社会における真理の位置がより一
般的な次元で理解できるようになる。
・言い換えると「ポストトゥルース」時代、価値相対主義がネットによって広が
るところまで広がった時代における真理の政治化について理解できるようにな
る。
・この意味での真理の政治性の起源はかなり古く、プロパガンダが大衆動員に利
用された100年前に遡ることが分かる。
・100年前と今とで何が違うのか、あるいは100年間途切れることなく続いてきた
ものは何かを考えることで、今の国際秩序の危うさの根源を理解できる。

授業内容
1．ウクライナ戦争の経緯と現在の状況
2．ロシアの偽旗作戦、戦争正当化の衝撃
3．開戦の正当化理由の歴史 ベトナム戦争、日中戦争における虚偽
4．ポスト・トゥルースはなぜ恐ろしいのかーガルージンとトランプ
5．「事実の真理」とは何か
6．セルゲイ・ロズニツァとフィクション／ドキュメンタリー
7．バビ・ヤールで何が起こったのか
8．ソ連ユダヤ人の運命はなぜどのように隠蔽されたのか
9．全体主義と秘密警察の現在
10．東欧圏の過去の共有と疵ーポーランド、ベラルーシ、バルト三国、ウクライ
ナ
11．現代ウクライナのナショナリズムとユダヤ人追悼
12．ウクライナ・ロシア映画に見るナショナリズム
13．過去をどのように現在に結びつけるべきなのかー日本の戦時の記憶
14．20世紀の負の遺産に縛られる私たちの困難な未来
15．定期試験

履修の注意点
特になし

準備学習の内容
アーレントの本は読んでも読まなくてもいい。それより
セルゲイ・ロズニツァ「バビ・ヤール：コンテクスト」

「マイダン」「新生ロシア1991」「ミスター・ランズベルギス」「粛清裁判」「ジェン
トル・クリーチャー」など、教科書で取り上げられている映画の視聴を勧める。
映画館で観られる機会は少ないが、英語のサブスクサイトにけっこう上がってい
る。私が観たのは主にMUBI。日本語のサブスクサイトでは「国葬」「粛清裁判」
などが観られる。
vimeoなどでも一本単位でWebレンタルできる。セリフが少ないので英語字幕で
も十分視聴可能です。

教科書
重田園江 『真理の語り手ーアーレントとウクライナ戦争』 (白水社、2022年)

参考書
ハンナ・アーレント、大久保和郎・大島かおり訳 『全体主義の起源3 全体主
義』 (みすず書房、2017年)
ハンナ・アーレント、齋藤純一・引田隆也訳 『過去と未来の間ー政治思想への8
試論』 (みすず書房、1994年) この中の「真理と政治」
ハンナ・アーレント、山田正行訳 『暴力についてー共和国の危機』 (みすず書房、
2000年) この中の「政治における嘘」
野村真理『ガリツィアのユダヤ人ーポーランド人とウクライナ人のはざまで』人
文書院、2008年
ワシーリー・グロスマン『トレブリンカの地獄』みすず書房、2017年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
定期試験、毎回提出してもらうコメントペーパー（お題に答えたり授業の感想な
どなんでも書いていい紙）、積極性

その他
授業の初めに「前説」と「お便りコーナー」があり、受講者との触れ合いの心温
まる場になっています。前説では主に映画やサブカルチャー、懐かしいアニメや
風俗を取り上げます。

科目ナンバー：（PE）POL291J

現代政治理論
2単位

3・4年次

教授 重 田 園 江

授業の概要・到達目標
現代社会を生きる私たちは、いくつかのあるべき人間像の間で引き裂かれた状態
で、生を送らざるをえない存在である。なかでも、他者のために尽くす、役に立
つといった学校道徳で建前上教えられている人間像と、社会人として就活で突如
として求められる「ホモ・エコノミクス」つまり経済的な利己的人間とのギャッ
プは激しい。
たとえ学校道徳が、それを唱える教師を筆頭に大人がまるで守っていないお題目
だととしても、「人の役に立ちたい」と真剣に考える若い人たちは驚くほど多い。
彼らが現実に直面するのは、自分の「市場価値」をアピールさせられ、それをい
ろいろな角度から陰湿に計られ、自己利益を追求する人間であることを当然とす
る、「社会人」の価値観を強要されるときである。
この講義では、こうした利己的人間像が必ずしも当たり前のものではなく、ヨー
ロッパ近代という異様な時代以外には全く標準的ではなかったことを、歴史を掘
り起こすことで示す。ではなぜどうやって、この人間像はいまのように幅を利か
せるようになったのか。つまり、ホモ・エコノミクスの勃興と隆盛の思想史が、
この講義のテーマである。
当たり前のものが当たり前でなくなる（ホモ・エコノミクスって変だよね、と思
うようになる）視座を得ることが、講義の到達目標となる。

授業内容
第1回 なんのために生きるのか、なにを目指して働くのか
第2回 I．富と徳1 金持ちはいつから偉くなったのか
第3回 I．富と徳2 ブンブン唸る蜂、共和主義と徳の擁護
第4回 I．富と徳3 市場社会におけるルールと社交
第5回 I．富と徳4 徳の道と富の道
第6回 II．ホモ・エコノミクスの経済学1 「ホモ・エコノミクス」概念の出現

と批判
第7回 II．ホモ・エコノミクスの経済学2 限界効用逓減とは
第8回 II．ホモ・エコノミクスの経済学3 忘れられた先駆者たち、そして

ジェヴォンズ
第9回 II．ホモ・エコノミクスの経済学4 市場とてこの原理
第10回 II．ホモ・エコノミクスの経済学5 数学と物理学の歴史、そして経済

学への応用
第11回 III．ホモ・エコノミクスの図々しい拡張使用1 シカゴ学派における社

会現象への応用
第12回 III．ホモ・エコノミクスの図々しい拡張使用2 緑の革命とホモ・エコ

ノミクス
第13回 III．ホモ・エコノミクスの図々しい拡張使用3 公共選択の政治学
第14回 講義のまとめ・ふりかえり

履修の注意点
経済学の思想史についての授業です。

準備学習の内容
なし

教科書
重田園江『ホモ・エコノミクスー「利己的人間」の思想史』ちくま新書、2022年

参考書
イシュトヴァン・ホント、マイケル・イグナティエフ編、水田洋他訳『富と徳ー
スコットランド啓蒙における経済学の形成』未來社、1991年
イシュトヴァン・ホント、田中秀夫他訳『商業社会の政治学ールソーとスミス』
昭和堂、2009年
荒川章義『思想史の中の近代経済学ーその思想的・形式的基盤』中公新書、1999
年
山本義隆『古典力学の形成ーニュートンからラグランジュへ』日本評論社、 1997
年
重田園江『統治の抗争史ーフーコー講義1978-79』勁草書房、2018年
重田園江『フーコーの風向きー近代国家の系譜学』青土社、2020年
中山智香子『経済ジェノサイドーフリードマンと世界経済の半世紀』平凡社新書、
2013年
中山智香子『経済学の堕落を撃つー「自由」vs「正義」の経済思想史』講談社新
書、2020年
アダム・スミス『国富論』岩波文庫、中公文庫、日本経済新聞社
デイヴィッド・ヒューム『人間本性論』第二部・第三部、法政大学出版局、京都
大学出版会

田中敏弘訳『道徳・政治・文学論集』名古屋大学出版会（岩波文庫『市
民の国について』に一部所収）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
リアクションペーパーの内容と頻度、期末試験または試験方式のレポート。評価
のやり方については春学期に準ずる。

その他
授業の初めに「前説」と「お便りコーナー」があり、受講者との触れ合いの心温
まる場になっています。春学期に準じて試行錯誤で時間配分等調整を試みます。
前説では主に映画やサブカルチャー、懐かしいアニメや風俗を取り上げます。
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科目ナンバー：（PE）POL291J

日本政治思想史
2単位

3・4年次

講師 相 原 耕 作

授業の概要・到達目標
日本には、後進国として先進国の文明を輸入し続けてきた歴史が

あります。外来思想の導入には様々な軋轢や反発を伴い、そこから
新たな思想も産み出されてゆきます。そのような営みについて、主
に中国由来の儒学・朱子学に対する江戸時代の知識人たちの知的格
闘に即して考えます。

本講義の目標は、「異質な他者」と出会うことです。「異質な他
者」の思考の道筋を辿り、彼らとともに考え、思考の幅を広げるこ
とを目指します。

授業内容
一話完結型の講義は行いませんが、おおよその予定は以下の通りで
す。但し、変更はありえます。
第1回 イントロダクション

序論（1）「異質な他者」との出会い
第2回 序論（2）「日本」「日本語」について考える

儒学・朱子学の政治思想（1）儒学の成り立ち
第3回 儒学・朱子学の政治思想（2）存在論・人性論
第4回 儒学・朱子学の政治思想（3）政治論・ユートピアと革命
第5回 儒学・朱子学の政治思想（4）中華と夷狄
第6回 「御威光」の支配─徳川政権のクレデンダとミランダ
第7回 徳川社会と儒学（1）家・家職国家
第8回 徳川社会と儒学（2）家業道徳・君臣・天子
第9回 徳川社会と儒学（3）礼楽・革命・東夷
第10回 反朱子学の政治思想─古学の成立

伊藤仁斎の思想（1）古義学の方法・朱子学批判
第11回 伊藤仁斎の思想（2）道徳論・政治論

荻生徂徠の思想（1）朱子学・仁斎学批判
第12回 荻生徂徠の思想（2）言語研究・古文辞学・徂徠学
第13回 荻生徂徠の思想（3）政策論
第14回 太宰春台と国学

履修の注意点
日本政治文化論と併せて受講すると理解が深まります。
講義中に資料の朗読や意見を求める場合があります。その際は快く
応じて下さい。

準備学習の内容
配付資料に予習・復習のための欄を設けますから、それに従って予
習・復習を行って下さい。

教科書
教科書は使用しません。毎回、資料を配付します。

参考書
渡辺浩『日本政治思想史［十七～十九世紀］』東京大学出版会、
2010年
田尻祐一郎『江戸の思想史 人物・方法・連環』中公新書、2011年
米原謙『日本政治思想［増補版］』ミネルヴァ書房、2017年
原武史『日本政治思想史（改訂版）』放送大学、2021年
その他の文献は、講義の際に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法
毎回提出のコメント・ペーパーを踏まえて、講義の際に口頭でコメ
ントを行います。

成績評価の方法
定期試験80%（講義で得た知識を運用する工夫と論理的に表現する
力を問う論述試験）・平常点20%（毎回提出のコメント・ペーパー
による）。

その他
話を聞きながらノートをとる能力を身につけて下さい。また、毎
回、コメント・ペーパーに、質問・意見・感想などを書いていただ
きます。
Oh-o!Meijiで配付資料やお知らせをチェックしてください。

科目ナンバー：（PE）POL211E

日本政治文化論
2単位

3・4年次

特任講師 ブルチャー ミヒャエル

授業の概要・到達目標
“Political Culture” is a problematic concept. It is used in multiple and often
shifting senses. But precisely this may be key to understanding its
continuing appeal. This course will begin with noting that the initial spread
of the term “political culture” in the postwar Anglophone world was closely
linked to the notion of a “Japanese political culture” that would sonehow be
fundamentally different from “Western political culture to start with.

However, this course will also question this idea, even as it serves as an
introduction to understanding Japanese politics on (and in) its own terms.
Rather than positing a monolithic “Japanese political culture” contrasted
with an also monolothically conceived "Western political culture," this
course will take up various associations evoked by that term (as indicated
by the expressions in quotation marks under Course Contents below), and
pursue the question of why they have loomed large in discussions of
“Japanese political culture” to date.

Students will achieve a more complex and multifaceted understanding of
how politics in Japan "works" - its various potentials as well as systemic
constraints. The course will thus hopefully serve as an inspiration for
students to pursue some of the themes merely broached here in an
introductory and survey fashion, in future study or research in further
depth.

授業内容
1. Introduction: The Culture of “Japanese Politics” and the Politics of
“Japanese Culture”
2. "Culture" and "Society"
3. "Confucianism" and "Japanese Tradition"
4. "Meiji" and "Modernization"
5. Maruyama Masao on "Japanese Ultra-Nationalism" and “the Structure of
Matsurigoto”
6. The "Postwar Monarchy"
7. Controversies over "War Remembrance"
8. The "1955 System"
9. The “Japanese 1960s"
10. Discourses of "Civil Society"
11. Calls for "Structural Reform”
12. The "Nuclear Village" and “Cultures of Resilience”
13. Political Activism in Contemporary Japan
14. Summing Up

履修の注意点
This course will be conducted in English.

準備学習の内容
Weekly readings of 20-30 pages in English prior to each class. The weekly
lectures will comment on, explain, and offer interpretations of these texts,
but proceed on the assumption that students have completed a first reading
of them already (and will review them afterwards).

教科書
None.

参考書
David Leheny, "Four Cultures of Japanese Politics" in Routledge Handbook
of Japanese Culture and Society, Taylor and Francis, 2011, 29-40
Jeff Kingston: Contemporary Japan : History, Politics, and Social Change
since the 1980s; 2nd ed. Wiley-Blackwell, 2013 (accessible as an online
resource through Meiji University Library)
Jeff Kingston (ed.) , Critical Issues in Contemporary Japan, 2nd ed.
Routledge, 2019.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
Attendance and Participation: 10%
Occasional Quizzes: 50%
Essay: 40%

その他
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科目ナンバー：（PE）POL211J

日本政治文化論
2単位

3・4年次

講師 相 原 耕 作

授業の概要・到達目標
日本には、後進国として先進国の文明を輸入し続けてきた歴史が

あります。江戸時代には、中国由来の儒学・朱子学が学問の主流と
なる一方、西洋思想も入ってきます。江戸時代半ばから幕末維新期
の知識人たちが、儒学・朱子学や近代西洋の思想とどのように知的
に格闘したのか、考えます。

本講義の目標は、「異質な他者」と出会うことです。「異質な他
者」の思考の道筋を辿り、彼らとともに考え、思考の幅を広げるこ
とを目指します。

授業内容
一話完結型の講義は行いませんが、おおよその予定は以下の通りで
す。但し、変更はありえます。
第1回 イントロダクション

「まつりごと」─日本在来の政治観
第2回 「政は正なり」─儒学の政治観
第3回 「おおやけ」と「わたくし」─公共性をめぐって
第4回 ｢言語」をめぐる構想と闘争（1）儒学者・五十音図・契

沖・賀茂真淵
第5回 ｢言語」をめぐる構想と闘争（2）本居宣長の語学説と秩

序像
第6回 ｢言語」をめぐる構想と闘争（3）本居宣長の「神」・平田

篤胤
第7回 近世日本の外交関係
第8回 後期水戸学の思想
第9回 幕末の朱子学と西洋観
第10回 近代国家の形成と江戸思想
第11回 「国民nation」の創出─ナショナリズム
第12回 立憲主義の導入（1）「公議輿論」と明治憲法
第13回 立憲主義の導入（2）明治憲法の制定と運用
第14回 武士なき「武士道」の成立

履修の注意点
日本政治思想史と併せて受講すると理解が深まります。
講義中に資料の朗読や意見を求める場合があります。その際は快く
応じて下さい。

準備学習の内容
配付資料に予習・復習のための欄を設けますから、それに従って予
習・復習を行って下さい。

教科書
教科書は使用しません。毎回、資料を配付します。

参考書
渡辺浩『日本政治思想史［十七～十九世紀］』東京大学出版会、
2010年
田尻祐一郎『江戸の思想史 人物・方法・連環』中公新書、2011年
米原謙『日本政治思想［増補版］』ミネルヴァ書房、2017年
原武史『日本政治思想史（改訂版）』放送大学、2021年
その他の文献は、講義の際に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法
毎回提出のコメント・ペーパーを踏まえて、講義の際に口頭でコメ
ントを行います。

成績評価の方法
定期試験80%（講義で得た知識を運用する工夫と論理的に表現する
力を問う論述試験）・平常点20%（毎回提出のコメント・ペーパー
による）。

その他
話を聞きながらノートをとる能力を身につけて下さい。また、毎
回、コメント・ペーパーに、質問・意見・感想などを書いていただ
きます。
Oh-o!Meijiで配付資料やお知らせをチェックしてください。

科目ナンバー：（PE）POL211E

日本政治思想史
2単位

3・4年次

特任講師 ブルチャー ミヒャエル

授業の概要・到達目標
This course will offer a survey of the History of Japanese Political
Thought - with a focus on the Tokugawa and early Meiji periods.
Central to it will be the question of continuities, and constitutive
differences, between "early modern" and "modern" forms of political
thought.

Students will achieve basic acquaintance with major Tokugawa and
early Meiji political thinkers, with a view to key themes and pivotal
concepts that formed their concerns. Students will also achieve an
improved understanding of "Confucianism" as a form (and
language) of political thought, and of how characteristically modern
political ideas emerged from this background as leading Japanese
thinkers were challenged to rethink Japan's changing society and
relationship to the wider world.

授業内容
1. Introduction: "History of Japanese Political Thought" as a Field
2. Early State Formation and Medieval Backgrounds
3. Political Consolidation in the Warring States Period
4. The Spread of Confucianism in the Early Tokugawa Period
5. Varieties of Tokugawa Confucian Thought I
6. Varieties of Tokugawa Confucian Thought II
7. Varieties of Tokugawa Confucian Thought III
8. The School of National Learning
9. The Advent of Western Learning
10. Aizawa Seishisai and the Idea of the Kokutai
11. Yoshida Shoin and Imperial Loyalism
12. Yokoi Shonan and the Idea of "Public Deliberation"
11. Fukuzawa Yukichi and the Discourse on “Civilization”
12. The Struggle over “Liberty” and “People’s Rights”
13. Nakae Chomin and Rousseau's On the Social Contract
14. Summing Up

履修の注意点
This course will be conducted in English.

準備学習の内容
Weekly readings of 20-30 pages in English prior to each class. The
weekly lectures will comment on, explain, and offer interpretations
of these texts, but proceed on the assumption that students have
completed a first reading of them already (and will review them
afterwards).

教科書
None. Weekly readings will be distributed in class or accessible
online.

参考書
Hiroshi Watanabe, A History of Japanese Political Thought, 1600-
1901, International House of Japan, 2012.
Kiri Paramore, Japanese Confucianism: A Cultural History,
Cambridge University Press, 2016.
William Theodore De Bary et. al. (eds.) , Sources Of Japanese
Tradition Vol.2: 1600 To 2000, Columbia University Press, 2005.
Richard Bowring, In Search of the Way: Thought and Religion in
Early-Modern Japan 1582-1860, Oxford University Press, 2017.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
Attendance and Participation: 10%
Occasional Quizzes: 50%
Essay: 40%

その他
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科目ナンバー：（PE）SOC261J

メディアリテラシー論
2単位

3・4年次

兼任講師 牛 山 佳菜代

授業の概要・到達目標
メディアリテラシーとは、一般的に「メディアを主体的・批判的に
読み解く能力」と定義されるが、近年のメディアの多様化の中で、
問題点を指摘するだけではなく、これからのメディアのあり方を提
案する能力までが含まれる広い概念である。そこで、この講義で
は、メディアリテラシーを理解するための前提となる基礎概念及び
メディア環境・文法の特徴について概説を行った後に、実際のテレ
ビ番組、新聞記事、雑誌記事、ネットコンテンツなどを題材としな
がら、その読み解き方を検討し、今後のあり方を構想する。
これらの講義を通じて、メディアリテラシーの総合的向上及び自ら
が情報発信者となるための手法を修得することを目指す。

授業内容
第1回目：イントロダクション（現代におけるメディアリテラシー

の重要性）／現代社会におけるメディアの役割
第2回目：メディア・リテラシーとは
第3回目：メディア環境の変容
第4回目：メディア文法の特徴
第5回目：ニュース報道を考える(1)
第6回目：ニュース報道を考える(2)
第7回目：ドキュメンタリーを読み解く
第8回目：ドラマと現代社会の関係性（1）
第9回目：ドラマと現代社会の関係性（2）
第10回目：雑誌が提示する価値観
第11回目：ネットメディアが生み出す新しいメディア空間
第12回目：地域メディアと地域社会
第13回目：広告が提示する価値観
第14回目：メディアリテラシーが拓く可能性・まとめ

履修の注意点
1)メディアに関する前提知識は必要としないが、授業内で実際にメ
ディア分析を行うため、主体的に授業に取り組みたいと考える学生
の受講を歓迎する。
2)講義資料は電子配布し、授業内においてリアルタイムアンケー
トシステム（スグキク）を使用した双方向型講義を行う。授業初回
より、ネットにアクセスできるPC、タブレット、スマホ等を持参
することを求める。
3)一部授業において実務家との連携講義を実施する可能性があり、
その場合にシラバスに記載の順番を入れ替えて行う可能性がある。

準備学習の内容
授業中に配布するレジュメ及び授業で紹介した問題について文献等
で調べ、不明な点があれば質問すること。次週のテーマについて
は、自分で事前に調べておくことが望ましい。

教科書
使用しない。

参考書
『メディア・リテラシー論』中橋雄（北樹出版）2014年
『吟味思考を育むメディアリテラシー』坂本旬・山脇岳志（時事通
信社）2022年

『情報戦争を生き抜く』津田大介（朝日新聞出版）2018年

課題に対するフィードバックの方法
提出された課題のうち、優秀、気づきがあるものなどについて、次
週以降の授業で一部を紹介し、フィードバックを行う。

成績評価の方法
授業への貢献度(20%)、授業終了時の小レポート（30％）、期末レ
ポート（50％）

その他
授業の進め方について初回に詳細説明を行うため、受講希望者は初
回より出席すること。

科目ナンバー：（PE）SOC261J

国際コミュニケーション論
2単位

3・4年次

兼任講師 石 澤 靖 治

授業の概要・到達目標
授業の概要： テーマは「紛争とメディア」。学問分野としては、政
治学・社会学・国際関係論の学際的なもの。
授業の到達目標： 国際関係におけるニュースメディアと二国間関係
の相互作用についてのモデルとダイナミズムを理解し、それを他の二
国間関係にも応用して考えられるようにすること、国際関係における
世論とPRの影響と役割、政治プロセスとの関連、国際関係論の基本を
理解すること。その上で、パブリック・ディプロマシーやソフトパ
ワーの重要性への認識を深めることで、国際関係のありようについて
の自らのフレームを構築できるようにする。

授業内容
第1回目：授業の説明、イントロダクション、ニュースメディアの基

本的特質1
第2回目：ニュースメディアの基本的特質2
第3回目：ニュースメディアの基本的特質3
第4回目：ニュースメディアの基本的特質4
第5回目：戦後日米関係史1
第6回目：戦後日米関係史2
第7回目：日米関係とニュースメディア
第8回目：理解度の確認
第9回目：理解度の確認のフォローアップと紛争とメディアへの導入
第10回目：ベトナム戦争、湾岸戦争とメディア
第11回目：イラク戦争とメディア
第12回目：ボスニア紛争とメディア（ロシアのウクライナ侵攻にもふ

れる）
第13回目：紛争とメディアの諸相、パブリック・ディプロマシー、ソ

フトパワー1
第14回目：紛争とメディアの諸相、パブリック・ディプロマシー、ソ

フトパワー2
＊状況により内容、進行に変化があることがある。

履修の注意点
一つ一つ積み上げ式の講義となる。表面的ではなく、いかに深く内

容を理解するかが重要。事前に問題意識を持っていると受講が充実す
る。

国際関係論、国際情勢に関する授業を履行しているか、その分野に
興味と関心をもっていることが望まれる。

お互いが不幸になるので、真面目に学ぶ気持ちのない学生は履修し
ないこと。

準備学習の内容
テキストや参考書を読むこと。ジャーナリズムに興味のある学生

は、国際関係以外の章にも目をとおしておくことを推奨する。
授業で扱う、日米関係、ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争、ボス
ニア紛争などについては、事前・事後に関連書籍を読んでおくこと
で、より理解が深まる。

日常的に国際ニュースに触れて自分なりの問題意識を深めておくこ
と。

教科書
石澤靖治編著『政治コミュニケーション概論』（ミネルヴァ書房）、
2021年

参考書
石澤靖治『テキスト現代ジャーナリズム論』ミネルヴァ書房、2008年
石澤靖治『戦争とマスメディア』ミネルヴァ書房、2005年
石澤靖治『アメリカ 情報・文化支配の終焉』PHP研究所、2019年
高木徹『戦争広告代理店』講談社、2002年

その他、随時指示する。

課題に対するフィードバックの方法
提出されたものの中から興味深い視点のものについて紹介。あるいは
質問する事もある。

成績評価の方法
期末試験:50%、理解度の確認:30%、平常点（授業中に実施するコメ

ントの提出など）:20%

その他
しばしば映像を使用する。
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科目ナンバー：（PE）SOC261J

マスメディア論
2単位

3・4年次

教授 竹 下 俊 郎

授業の概要・到達目標
テレビや新聞といったマスメディアは、現代社会のなかで公共的

な情報・知識の共有を促進するという役割を担っている。社会学的
に見れば、マスメディアはひとつの社会制度である。こうした社会
制度としてのマスメディアが、政治・経済・法といった他の制度と
どう関連しながら日々コンテンツを生産し、また、それがどう利用
されているのかを考察する。議論の対象となるコンテンツとして
は、娯楽的内容よりもニュースなど時事的な情報の生産・流通・消
費の過程に焦点を合わせる。現代社会におけるマスメディアの構造
とマスコミュニケーションの過程に対する受講者の理解を深めるこ
とを目標とする。それと同時に、ネットの普及に伴う多メディア・
多チャンネル化のなかで、伝統的なメディアがどう変容するかにつ
いても考えたい。

授業内容
第1回 イントロダクション：多様化するメディア環境とマスメ

ディア
第2回 産業としてのマスメディア（1）：新聞の発達
第3回 産業としてのマスメディア（2）：放送の発達
第4回 産業としてのマスメディア（3）：メディアのビジネスモ

デル
第5回 産業としてのマスメディア（4）：市場寡占化の問題 その

1
第6回 産業としてのマスメディア（5）：市場寡占化の問題 その

2
第7回 メディアの自由と責任（1）：思想の自由市場論
第8回 メディアの自由と責任（2）：社会的責任論
第9回 メディアの自由と責任（3）：表現の自由と知る権利
第10回 ニュース制作とその規定要因（1）：ニュースバリュー
第11回 ニュース制作とその規定要因（2）：客観報道主義
第12回 ニュース制作とその規定要因（3）：取材源との関係、

ニュースの娯楽化
第13回 メディアの利用過程（1）：「利用と満足」研究
第14回 メディアの利用過程（2）：メディア利用の分散化とマス

メディアの役割の変化

履修の注意点
この講義を受けるにあたって、「メディアと世論」を合わせて履

修することが望ましい。また、他の関連科目として「国際コミュニ
ケーション論」「メディアリテラシー論」などがある。

原則として、毎回の授業用資料を事前にOh-o! Meijiの本科目の
ページに掲載するので、受講生はそれらをプリントアウト等閲覧可
能な状態にして、授業に持参してほしい。

準備学習の内容
この講義を受けるにあたっては、予習よりも復習に重点を置いて
ほしい。授業の中で関心を持ったトピックについて、紹介された文
献やオンラインの資料等でさらに追究することを勧める。

教科書
『図説 日本のメディア〔新版〕』 藤竹暁・竹下俊郎(編) （NHK出
版、2018）

参考書
『メディアと政治〔改訂版〕』 蒲島郁夫・竹下俊郎・芹川洋一 （有
斐閣、2010）
個別テーマの参考文献については授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法
授業中に口頭で、もしくはOh-o! Meijiを活用して行う。

成績評価の方法
筆記試験 50％
レポート 25％
授業への参加度 25％

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）SOC261E

マスメディア論
2単位

3・4年次

特任教授 杉 田 弘 毅

授業の概要・到達目標
Title: Understanding Media
The course will give the participants an overview of Japanese and
international media organizations and challenges resulting from
rapid transition in the Internet- AI age. Information will be
provided about history of Japan ’s newspapers and TV
broadcasters, and their influence in shaping public opinion. The
course will examine challenges related to news gathering
activities by Japanese media organizations. The participants will
also be briefed on the Japan's out- going news service for the
purpose of having foreign nations understand Japan objectively.
Finally, we will discuss about ways to revitalize responsible media
and journalism.
The course objectives are:
1 To get a comprehensive understanding of Japan’s mass media
2 To acquire the knowledge of media policies
3 To learn about role of major media organizations in Internet-AI
age

授業内容
Lecture1 Introduction
Lecture2 The present situation of Japan's media organizations
Lecture3 History of Japan's media, newspapers and TV
broadcasters
Lecture4 Media and its influencing power
Lecture5 Media bias, liberal and conservative
Lecture6 Fake news and media
Lecture7 Mid semester report
Lecture8 Free press
Lecture9 War and media
Lecture10 Media and governments
Lecture11 The roles and challenges of the mass media in the
Internet age
Lecture12 Traditional media and Artificial Intelligence
Lecture13 Discussion about the future of media
Lecture14 Final report

履修の注意点
Classes will be conducted in English; both reports will be written in
English.

準備学習の内容
Before class: Check for current news for 60 mins. Occasionally we
will discuss about major news stories.
After class: Review important information provided and learned in
class

教科書
None

参考書
Professor will recommend on-line materials at classes

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
Class attendance/participation=30%
Midterm report=30%
Final report=40%

その他

─ 231 ─



科目ナンバー：（PE）SOC261J

メディアと世論
2単位

3・4年次

教授 竹 下 俊 郎

授業の概要・到達目標
民主主義は世論にもとづく統治であるといわれる。そして、現代

の高度大衆社会にあって世論の形成や変動に大きく関わっているの
が、マスメディアをはじめとする各種情報メディアである。本講義
では、メディアと「世論（＝公共的問題をめぐる一般市民の意識や
行動）」との間の影響の授受関係について考える。現代政治を分
析・考察するうえで、メディアの役割に対する理解は欠かせない。
たんなる印象批評ではなく、科学的方法によって事実やデータの収
集・分析を行った実証研究にもとづきながら、現代の大衆民主主義
におけるメディアの機能について理解を深めることを目標とする。

授業内容
第1回 イントロダクション：輿論と世論
第2回 プロパガンダの時代(1)
第3回 プロパガンダの時代(2)
第4回 古典研究：放送の大衆動員力(1)
第5回 古典研究：放送の大衆動員力(2)
第6回 選挙キャンペーンと投票行動
第7回 限定効果論の成立と再検討
第8回 認知的影響への視点の転換
第9回 議題設定研究の展開(1)
第10回 議題設定研究の展開(2)
第11回 フレーミング研究の展開
第12回 「意見の風向き」とメディア：沈黙のらせん
第13回 培養仮説： テレビメディアの集合的影響
第14回 メディア環境の変容と政治コミュニケーション

履修の注意点
この講義を受けるにあたって、「マスメディア論」を合わせて履

修することが望ましい。また、他の関連科目として「国際コミュニ
ケーション論」「メディアリテラシー論」などがある。

原則として、毎回の授業用資料を事前にOh-o! Meijiの本科目の
ページに掲載するので、受講生はそれらをプリントアウト等閲覧可
能な状態にして、授業に持参してほしい。

準備学習の内容
この講義を受けるにあたっては、予習よりも復習に重点を置いて

ほしい。授業の中で関心を持ったトピックについて、紹介された文
献やオンラインの資料等でさらに追究することを勧める。

教科書
『メディアと政治〔改訂版〕』 蒲島郁夫・竹下俊郎・芹川洋一 （有
斐閣、2010）

参考書
『メディアの議題設定機能〔増補版〕』 竹下俊郎 （学文社, 2008）
『アジェンダセッティング』M. マコームズ（竹下俊郎訳）（学文社、
2018）
個別テーマに関する参考文献は授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法
授業中に口頭で、もしくはOh-o! Meijiを活用して行う。

成績評価の方法
筆記試験 50％
レポート 25％
授業への参加度 25％

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）SOC261E

メディアと世論
2単位

3・4年次

特任教授 杉 田 弘 毅

授業の概要・到達目標
Title: Media and Public Opinion
This course will deepen understanding of the relationship between
media and public opinion. The media is often criticized for raising
malignant nationalism and hostile attitudes toward foreign
countries. It is also pointed out that the media is responsible for the
deterioration of politics. In this course, we will examine the validity
of such criticism and discuss the roles that the media should play in a
democratic society.
The course objectives are:
1 To get comprehensive knowledge of the relationship of media and
public opinion
2 To examine criticism of media in shaping public opinion
3 To discuss ways to improve media contents

授業内容
Lecture1 Introduction
Lecture2 Basic relationship of media and public opinion
Lecture3 History of the relationship of media and public opinion 1:
Cases in Japan
Lecture4 History of the relationship of media and public opinion 2:
Cases in the United States
Lecture5 Media and populism
Lecture6 Media and propaganda
Lecture7 Mid seminar report
Lecture8 Media and war
Lecture9 Media and echo Chamber
Lecture10 Criticism or policy proposal?
Lecture11 Efforts to improve media contents 1: Investigative
reporting
Lecture12 Efforts to improve media contents 2:NPO Journalism
Lecture13 General discussion about media and public opinion
Lecture14 Final report

履修の注意点
Classes will be conducted in English; both exams will be written in
English

準備学習の内容
Before class: Check for current news for 60 mins. Occasionally we
will discuss about major news stories.
After class: Review important information provided and learned in
class

教科書
Walter Lippmann "Public Opinion"

参考書
Professor will recommend on-line materials at classes

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
Class attendance/participation=30%
Midterm report=30%
Final report=40%

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN221J

経済学史
4単位

3・4年次

教授 高 橋 信 勝

授業の概要・到達目標
授業のテーマ： 経済学の歴史と現代経済社会の接点を探る
私たちが生きている社会は、不断に商品化の波にさらされている市場経済社会である．Adam Smithの鋭い洞察によれば、この社会は生産要

素の自由な移動あるいは取引を前提とする．スミスの自然価格論のなかに窺われるこの前提は、スミスの経済的自由主義の本質的理解には欠
かせない．普段は意識しないとはいえ、私たちは、おのが身体が売買される社会に憎悪の目を向けるであろう．だが他方で、私たちが所属し、
働く場である企業についてのM&Aとよばれる取引には違和感を抱かないであろう．企業が売買の対象となりうるのは、企業の代表的形態であ
る株式会社の資本が、すなわち、その小分けされた「株式」がまさにこの種の市場で取引されるもっとも流動性の高い「商品」となった点に
由来する．株式会社は、この意味で合名会社や合資会社とは異なり、スミスが希求してやまなかった自由な市場経済社会にもっとも
compatibleな、ひとつの制度である．

経済学の歴史的研究の意義は、過去の経済学を単に「ふりかえる」ことではない．その究極の意義は、第1に現代経済社会の制度が抱える
問題点や人びとの経済に関する考え方の特徴を明らかにし、第2に社会と個人の2つのレベルで将来へ向けた改善を模索すべく議論の素材や
指針を提示することにある．この授業では、重商主義を起点とする経済学の通史を説くスタイルはあえてとらない．先に株式について述べた
ように、「経済学の歴史と現代経済社会の接点」を探るなかで、「歴史に根差した経済学」の理解をめざす．これが授業の到達目標である．

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：ホッブズの人間観とスミスの消費観
第3回：メンガーとマーシャルにおける財の区分と経済活動
第4回：スミスの分業論とベーム-バヴェルクの迂回生産
第5回：3つの経済問題と3つの経済システム
第6回：ケネーの自然法思想
第7回：ケネーにおける経済循環と相互依存の問題
第8回：ケネーの経済表
第9回：スミスにおける物質的富裕の増進の問題
第10回：ルソーとスミス─「未開と文明」、「貧困と富裕」
第11回：J. S. ミルにおける成長志向の再考
第12回：J. S. ミルのアソシエーション論
第13回：経済学の社会的認知と制度化
第14回：経済学の専門分化と統合
第15回：F. リストの経済発展段階論と貿易論
第16回：シュンペーターの生産観と企業の本質
第17回：企業形態の区分とその歴史的変遷
第18回：株式会社における所有と経営の分離の問題
第19回：諸刃の剣としての株式市場
第20回：シュンペーターのイノベーション論と企業組織
第21回：ゴーイング・コンサーンとしての企業とステイクホルダー
第22回：スミスの正義論と企業の社会的責任論
第23回：生命力の再生産の主体としての家計
第24回：シスモンディとクセノフォン─「家の秩序だった管理」論
第25回：生活設計論の原点─ラウントリーの貧困論
第26回：消費者主権の理念と現実
第27回：ロッチデールにおける消費者の組織化
第28回：総括

履修の注意点
なし．

準備学習の内容
予習： とくに必要はない．
復習： 授業はキーワードを板書し、テキストを参照しながらすすめる．授業内容の詳細な板書は行わないので、授業のメモを含めてノート
を整理し直すこと．また講義の「道筋」に当たる内容については、別途自分で要約を作成すること．

教科書
高橋信勝『経済認識の扉』（八千代出版）2019年

参考書
授業中に紹介する．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
小テスト30％、「定期試験（期間中試験）」70％．

その他
なし．
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科目ナンバー：（PE）ECN221J

経済学史
4単位

3・4年次

教授 高 橋 信 勝

授業の概要・到達目標
授業のテーマ： 経済学の歴史と現代経済社会の接点を探る
私たちが生きている社会は、不断に商品化の波にさらされている市場経済社会である．Adam Smithの鋭い洞察によれば、この社会は生産要

素の自由な移動あるいは取引を前提とする．スミスの自然価格論のなかに窺われるこの前提は、スミスの経済的自由主義の本質的理解には欠
かせない．普段は意識しないとはいえ、私たちは、おのが身体が売買される社会に憎悪の目を向けるであろう．だが他方で、私たちが所属し、
働く場である企業についてのM&Aとよばれる取引には違和感を抱かないであろう．企業が売買の対象となりうるのは、企業の代表的形態であ
る株式会社の資本が、すなわち、その小分けされた「株式」がまさにこの種の市場で取引されるもっとも流動性の高い「商品」となった点に
由来する．株式会社は、この意味で合名会社や合資会社とは異なり、スミスが希求してやまなかった自由な市場経済社会にもっとも
compatibleな、ひとつの制度である．

経済学の歴史的研究の意義は、過去の経済学を単に「ふりかえる」ことではない．その究極の意義は、第1に現代経済社会の制度が抱える
問題点や人びとの経済に関する考え方の特徴を明らかにし、第2に社会と個人の2つのレベルで将来へ向けた改善を模索すべく議論の素材や
指針を提示することにある．この授業では、重商主義を起点とする経済学の通史を説くスタイルはあえてとらない．先に株式について述べた
ように、「経済学の歴史と現代経済社会の接点」を探るなかで、「歴史に根差した経済学」の理解をめざす．これが授業の到達目標である．

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：ホッブズの人間観とスミスの消費観
第3回：メンガーとマーシャルにおける財の区分と経済活動
第4回：スミスの分業論とベーム-バヴェルクの迂回生産
第5回：3つの経済問題と3つの経済システム
第6回：ケネーの自然法思想
第7回：ケネーにおける経済循環と相互依存の問題
第8回：ケネーの経済表
第9回：スミスにおける物質的富裕の増進の問題
第10回：ルソーとスミス─「未開と文明」、「貧困と富裕」
第11回：J. S. ミルにおける成長志向の再考
第12回：J. S. ミルのアソシエーション論
第13回：経済学の社会的認知と制度化
第14回：経済学の専門分化と統合
第15回：F. リストの経済発展段階論と貿易論
第16回：シュンペーターの生産観と企業の本質
第17回：企業形態の区分とその歴史的変遷
第18回：株式会社における所有と経営の分離の問題
第19回：諸刃の剣としての株式市場
第20回：シュンペーターのイノベーション論と企業組織
第21回：ゴーイング・コンサーンとしての企業とステイクホルダー
第22回：スミスの正義論と企業の社会的責任論
第23回：生命力の再生産の主体としての家計
第24回：シスモンディとクセノフォン─「家の秩序だった管理」論
第25回：生活設計論の原点─ラウントリーの貧困論
第26回：消費者主権の理念と現実
第27回：ロッチデールにおける消費者の組織化
第28回：総括

履修の注意点
なし．

準備学習の内容
予習： とくに必要はない．
復習： 授業はキーワードを板書し、テキストを参照しながらすすめる．授業内容の詳細な板書は行わないので、授業のメモを含めてノート
を整理し直すこと．また講義の「道筋」に当たる内容については、別途自分で要約を作成すること．

教科書
高橋信勝『経済認識の扉』（八千代出版）2019年

参考書
授業中に紹介する．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
小テスト30％、「定期試験（期間中試験）」70％．

その他
なし．
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科目ナンバー：（PE）ECN221J

近代経済学史
4単位

3・4年次

兼任講師 石 田 教 子

授業の概要・到達目標
本講義は主として19世紀後半以降に焦点を当てながら、経済学の理論や思想を歴史的にたどります。古典派経済学のエッセンスを提示した

あと、19世紀後半に確立されたといわれる新古典派経済学の形成過程を確認し、その後、福祉国家が成立する20世紀の経済学者たちがどのよ
うな諸問題に直面したかを明らかにし、現代経済学の思想的背景にせまります。

一般に、経済学者は、それぞれの政治的および社会的状況下において、各々の時代の諸問題に対処しようと理論や思想を形成してきました。
そのような背景を確認することにより、履修者は、経済学の歴史が一つの完全な理論系譜の形成過程なのではなく、それぞれの論者がそれぞ
れの時代の要請にしたがって展開してきた思考実験の蓄積であったことを理解できるようになります。また、現代の経済学説が拠って立つも
のの見方の妥当性や根拠を再点検する素地を養うとともに、過去の経済学者が直面した諸問題が、現代社会が抱える諸問題に対してもつうじ
る側面を持っていることを実感できるようになります。

授業内容
第01回 aのみ：イントロダクション（経済学史のアプローチとは）
第02回 経済学の生誕と古典派経済学の世界（1）重商主義と重農主義
第03回 経済学の生誕と古典派経済学の世界（2）アダム・スミス
第04回 経済学の生誕と古典派経済学の世界（3）ジェレミー・ベンサム
第05回 経済学の生誕と古典派経済学の世界（4）トマス R. マルサスとデイビッド・リカード
第06回 経済学の生誕と古典派経済学の世界（5）ジョン S. ミル
第07回 経済学の生誕と古典派経済学の世界（6）社会主義思想の展開
第08回 限界革命と新古典派経済学の世界（1）ウィリアム S. ジェヴォンズとフランシス I. エッジワース
第09回 限界革命と新古典派経済学の世界（2）カール・メンガー
第10回 限界革命と新古典派経済学の世界（3）レオン・ワルラス
第11回 限界革命と新古典派経済学の世界（4）アルフレッド・マーシャル
第12回 限界革命と新古典派経済学の世界（5）ソースティン・ヴェブレン
第13回 限界革命と新古典派経済学の世界（6）経済学方法論争と新古典派経済学批判
第14回 20世紀型福祉国家の誕生（1） ジョン・ホブソン
第15回 20世紀型福祉国家の誕生（2） ウェッブ夫妻
第16回 20世紀型福祉国家の誕生（3） アーサー C. ピグー
第17回 20世紀型福祉国家の誕生（4） ウェズレー C. ミッチェルとジョン R. コモンズ
第18回 20世紀型福祉国家の誕生（5） ジョン M. ケインズとW. ベヴァリッジ
第19回 20世紀型福祉国家の誕生（6） ジョセフ・シュンペーター
第20回 20世紀型福祉国家の誕生（7） 厚生経済学の新展開
第21回 現代経済学の思想的背景（1）カール・ポランニー
第22回 現代経済学の思想的背景（2）グンナー・ミュルダール
第23回 現代経済学の思想的背景（3）フリードリヒ・ハイエク
第24回 現代経済学の思想的背景（4）ジョン K. ガルブレイス
第25回 現代経済学の思想的背景（5）ミルトン・フリードマン
第26回 現代経済学の思想的背景（6）アマルティア・セン
第27回 現代経済学の思想的背景（7）経済学とリベラリズムの諸相
第28回 a：経済学を歴史的に学ぶことの意味；b：講義全体の振り返り

履修の注意点
特別試験受験資格者を除き、期末試験後の追試は実施しません。救済レポートなども実施しません。
4回の小テスト（単元クイズ）の配点が小さくありませんので、授業への断続的な参加が不可欠です。

準備学習の内容
予習：対象となる経済学者について調べておいてください。復習：配付資料を再読すること。

教科書
特に指定しません。

参考書
『福祉の経済思想家たち』（増補改訂版）小峯敦編（ナカニシヤ出版）2010年
『新版 経済思想史：社会認識の諸類型』大田一廣、鈴木信雄、高哲男、八木紀一郎編（名古屋大学出版会）2006年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
単元クイズ（60%）、期末試験（40%）

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）ECN221J

近代経済学史
4単位

3・4年次

准教授 奥 山 誠

授業の概要・到達目標
近代社会の形成と発展にともない、その時代が抱える歴史的課題、克服すべき経済問題もたえず変化する。経済学はその生誕以来、それぞ

れの時代の課題に対して有効な処方箋を与えるべくつねに格闘を続けてきた。その過程で培われた経済理論のなかには、今日なお顧みるに値
する卓抜な知見が数多く含まれている。本講義では、そうした経済学の遺産として特に19世紀末葉以降ヨーロッパを中心にして発展した「近
代経済学」と呼ばれる潮流に注目し、その主要な経済理論について検討を行う。

近代経済学の理論的系譜について一通りの知識を得ること, またそれが現代のミクロ・マクロ両経済学の理論的基礎としていかに重要な貢献
を果たしているのかを理解することを本講義の到達目標とする。

授業内容
第1回 ： イントロダクション
第2回 ： 限界革命1 限界効用理論について
第3回 ： 限界革命2 限界革命の3大学派について
第4回 ： W.S．ジェボンズ1 経済学方法論争への参戦
第5回 ： W.S．ジェボンズ2 富の学から交換の学へ
第6回 ： W.S．ジェボンズ3 『経済学の理論』と日本でのその受容
第7回 ： C．メンガー1 ジャーナリズムから経済学の世界へ
第8回 ： C．メンガー2 ジュモラーとの方法論争
第9回 ： C．メンガー3 主観的価値論について
第10回 ： L．ワルラス1 静学体系としての一般均衡理論
第11回 ： L．ワルラス2 ワルラスの社会ヴィジョン
第12回 ： L．ワルラス3 ワルラス経済学の継承とパレート
第13回 ： 新古典派経済学1 「新古典派」とはなにか？
第14回 ： 新古典派経済学2 ケンブリッジ学派の系譜について
第15回 ： A．マーシャル1 19世紀末大不況と経済学への開眼
第16回 ： A．マーシャル2 動態的市場経済の把握
第17回 ： A．マーシャル3 自由貿易論
第18回 ： A．マーシャル4 「所有と経営の分離」と経済騎士道論
第19回 ： A.C．ピグー1 マーシャル経済学の継承
第20回 ： A.C．ピグー2 厚生の3命題
第21回 ： A.C．ピグー3 失業理論と雇用政策
第22回 ： A.C．ピグー4 ケインズとの対立
第23回 ： ケインズ革命1 「新しい経済学」の誕生
第24回 ： ケインズ革命2 『一般理論』の世界的波及
第25回 ： J.M．ケインズ1 自由放任の終焉
第26回 ： J.M．ケインズ2 有効需要の理論
第27回 ： J.M．ケインズ3 流動性選好説
第28回 ： J.M．ケインズ4 階級観

履修の注意点
経済学史、現代経済史、国際経済史、 経済思想、マクロ経済学、ミクロ経済学を履修済みであるか、もしくは併せて受講することが望まし

い。

準備学習の内容
授業で扱ったテーマについて参考書の該当箇所を読むこと。

教科書
特に定めない。

参考書
『経済思想』 長峰章編著 （学文社） 2015年
『テキストブック 近代経済学史 〔改訂版〕』 田中敏弘編著 （有斐閣ブックス） 1994年
『近代経済学の形成と展開』 橋本昭一編著 （昭和堂） 1989年

課題に対するフィードバックの方法
授業中に行う。

成績評価の方法
平常点（30％）、 期末試験（70％）

その他
初回の授業には必ず出席すること。
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科目ナンバー：（PE）ECN281J

国際経済史【月曜5限】
2単位

3・4年次

准教授 赤 津 正 彦

授業の概要・到達目標
産業革命を経て巨大な工業生産力を手にしたイギリスは、19世紀

中葉には「世界の工場」となる。さらに、工業製品の世界への輸出
および世界からの原料や食料の輸入に関わる貿易においても圧倒的
地位を獲得したイギリスは、「世界の商社・海運業者」となり、ま
たそこで得られた富は、同国を世界中に資金を供給する「世界の銀
行」とした。イギリスは世界経済における覇権国となる。このイギ
リスの産業・貿易・金融上の優位、また同国が世界に供給する基軸
通貨ポンド、そして同国が唱道する「自由貿易」によって世界経済
が比較的安定していたとされる19世紀中葉から20世紀初頭は、後に

「パクス・ブリタニカ」（イギリスによる平和）の時代と呼ばれるこ
とになる。

本講義では、世界経済におけるイギリスの覇権がいかにして打ち
立てられたか、またイギリスの覇権が世界経済にいかなる影響を及
ぼしたか、そして19世紀末から始まる覇権国イギリスの経済的衰退
が、世界経済とまた世界の安定にいかなる影響を及ぼしたかを検討
することを通じて、複雑化しまた混迷する現代の国際経済を見るた
めの視座の獲得を目指す。

授業内容
第1回：イントロダクション
第2回：イギリス産業革命
第3回：「世界の工場」イギリス
第4回：「世界の商社」イギリス
第5回：「世界の銀行」イギリス
第6回：イギリスと中心工業国
第7回：イギリスと周辺工業国
第8回：イギリスと周辺従属国
第9回：19世紀末大不況
第10回：イギリスの衰退とアメリカ・ドイツの台頭
第11回：「パクス・ブリタニカ」の黄昏（1）保護主義の台頭
第12回：「パクス・ブリタニカ」の黄昏（2）帝国主義と第一次世

界大戦
第13回：「パクス・ブリタニカ」の黄昏（3）世界恐慌とイギリス
第14回：「パクス・ブリタニカ」の終焉─スターリング・ブロック

と第二次世界大戦

履修の注意点
上記の授業内容はおおよその計画であり、実際の進捗状況などによ
り変更もありうる。
授業計画の詳細および授業の進め方などについては初回授業時に説
明する。

準備学習の内容
下記の「参考書」に挙げられている予習・復習用参考書を入手し、
授業の前後に読むことが望まれる。

教科書
特になし。

参考書
予習のための参考書
『西洋経済史』神武庸四郎・萩原伸次郎（有斐閣）

復習のための参考書
各回授業時に配布されるプリントに参考文献として示す。

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて授業内で口頭で行う。

成績評価の方法
定期試験（60％）、レポート（10％）、授業への参加度（30％）、な
どにより総合的に評価する。

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）ECN281J

国際経済史【水曜5限】
2単位

3・4年次

准教授 赤 津 正 彦

授業の概要・到達目標
産業革命を経て巨大な工業生産力を手にしたイギリスは、19世紀

中葉には「世界の工場」となる。さらに、工業製品の世界への輸出
および世界からの原料や食料の輸入に関わる貿易においても圧倒的
地位を獲得したイギリスは、「世界の商社・海運業者」となり、ま
たそこで得られた富は、同国を世界中に資金を供給する「世界の銀
行」とした。イギリスは世界経済における覇権国となる。このイギ
リスの産業・貿易・金融上の優位、また同国が世界に供給する基軸
通貨ポンド、そして同国が唱道する「自由貿易」によって世界経済
が比較的安定していたとされる19世紀中葉から20世紀初頭は、後に

「パクス・ブリタニカ」（イギリスによる平和）の時代と呼ばれるこ
とになる。

本講義では、世界経済におけるイギリスの覇権がいかにして打ち
立てられたか、またイギリスの覇権が世界経済にいかなる影響を及
ぼしたか、そして19世紀末から始まる覇権国イギリスの経済的衰退
が、世界経済とまた世界の安定にいかなる影響を及ぼしたかを検討
することを通じて、複雑化しまた混迷する現代の国際経済を見るた
めの視座の獲得を目指す。

授業内容
第1回：ガイダンス
第2回：イギリス産業革命
第3回：「世界の工場」イギリス
第4回：「世界の商社」イギリス
第5回：「世界の銀行」イギリス
第6回：イギリスと中心工業国
第7回：イギリスと周辺工業国
第8回：イギリスと周辺従属国
第9回：19世紀末大不況
第10回：イギリスの衰退とアメリカ・ドイツの台頭
第11回：「パクス・ブリタニカ」の黄昏（1）保護主義の台頭
第12回：「パクス・ブリタニカ」の黄昏（2）帝国主義と第一次世

界大戦
第13回：「パクス・ブリタニカ」の黄昏（3）世界恐慌とイギリス
第14回：「パクス・ブリタニカ」の終焉─スターリング・ブロック

と第二次世界大戦

履修の注意点
上記の授業内容はおおよその計画であり、実際の進捗状況などによ
り変更もありうる。
授業計画の詳細および授業の進め方などについては初回授業時に説
明する。

準備学習の内容
下記の「参考書」に挙げられている予習・復習用参考書を入手し、
授業の前後に読むことが望まれる。

教科書
特になし。

参考書
予習のための参考書

神武庸四郎・萩原伸次郎『西洋経済史』有斐閣、1989年。
復習のための参考書

各回授業時に配布されるプリントに参考文献として示す。

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて授業内で口頭で行う。

成績評価の方法
定期試験、レポート、授業への参加度、などにより総合的に評価す
る。

その他
特になし。

─ 237 ─



科目ナンバー：（PE）ECN281J

国際経済史
2単位

3・4年次

講師 下斗米 秀 之

授業の概要・到達目標
グローバル資本主義経済を生きるわれわれにとって、経済大国と

して世界をリードするアメリカの動向を理解することは重要であ
る。アメリカは戦後世界の経済秩序モデルを構築し、現在にいたる
まで経済力や軍事力、文化や教育水準など、あらゆる面で国際社会
において最大級の影響力を持ち続けている。一方で環境問題や不法
移民の流入、低所得者層の貧困問題など大きな問題を抱えた国でも
ある。また「米中新冷戦」とも呼ばれる深刻な米中対立は、国際経
済の勢力図を大きく変え、ますます不透明さを増している。

このように激変するグローバル経済の行方を展望するために、本
講義ではアメリカが世界の指導国となった20世紀から現在までのア
メリカ経済の歴史を、時代を画期する政策や出来事、事件を通じて
考察する。アメリカ経済史にあらわれた諸問題の原因と過程、その
帰結を学ぶことを通じて、現代社会を生きるための洞察力と論理的
思考力を養う。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 アメリカ経済を見る視点
第3回目 20世紀転換期のアメリカ
第4回目 第一次世界大戦とアメリカ
第5回目 繁栄の1920年代の光と影
第6回目 大恐慌とニューディール
第7回目 第二次世界大戦とアメリカの世紀
第8回目 米ソ冷戦と開発援助
第9回目 保守の時代とレーガノミクス
第10回目 ニューエコノミーとIT革命
第11回目 バブル崩壊と世界金融危機
第12回目 グローバル経済と格差・貧困
第13回目 アメリカの分断と「トランプ」現象
第14回目 覇権争いとグローバル経済の行方

履修の注意点
特に条件は設けないが、隣接科目の現代経済史、日本経済史、社会
思想史、経済思想史などを履修することが望ましい。

準備学習の内容
予習：参考文献を読んで単元についての理解を深める。
復習：レジュメを利用して講義内容のポイントをおさえ、重要語句
等について調べる。

教科書
とくに使用しない。毎回レジュメを配布する。
授業中に適宜文献や映像資料を紹介する。

参考書
坂出健、秋元英一、加藤一誠編『入門アメリカ経済Q＆A100』中
央経済社、2019年。
谷口明丈、須藤功編『現代アメリカ経済史─「問題大国」の出現』
有斐閣、2017年。
河﨑信樹、村上衛、山本千映『グローバル経済の歴史』有斐閣アル
マ、2020年。
萩原伸次郎、大橋陽、下斗米秀之訳『米国経済白書2022』蒼天社出
版、2022年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
期末試験を中心に評価するが、授業の中でリアクションペーパーの
提出を求めることもある。
授業態度、提出課題（30％）期末試験（70％）

その他
授業に関する質問は授業終了後に受け付ける。

科目ナンバー：（PE）ECN281J

現代経済史
2単位

3・4年次

教授 須 藤 功

授業の概要・到達目標
現代資本主義の展開について、アメリカ経済を軸に考察する。比較
史的に検討することを通じて、各国経済の固有性と共通性を理解す
ることに重点がおかれる。講義は、世界大恐慌から今世紀初頭にい
たるアメリカ経済の発展を具体的な考察対象とし、資本主義世界経
済の基軸国家に成長したアメリカ経済の歴史的特質を探求する。各
回の講義テーマとそのトッピクは下記の通りである。

授業内容
第1回 イントロダクション；大恐慌と世界経済危機
第2回 大恐慌と世界経済危機
第3回 経済政策と政策形成プロセスの変容
第4回 環境エネルギー政策の成立と展開
第5回 農業大国の展開
第6回 通商政策の変遷
第7回 反トラスト政策の変遷
第8回 連邦準備制度のミッションと統治機構の変容
第9回 金融構造の変化とファンド資本主義
第10回 金融の肥大化と低所得層の金融アクセス
第11回 競争的経営者資本主義の盛衰
第12回 IT多国籍企業の史的展開
第13回 「労使関係」の成熟と衰退
第14回 アメリカ型福祉国家の形成と変容
試験

履修の注意点
・国際経済史、社会思想史、経済思想などの歴史科目を履修するこ
とが望ましい。

準備学習の内容
・Oh-o! Meiji などを利用して配付、指示した文献・資料は必ず読む
こと。
・不明な点があれば授業で質問すること。
・次回の授業に備えて、教科書、参考書、課題文献を読んでおくこ
と。

教科書
特に指定しない

参考書
・谷口明丈・須藤功編『現代アメリカ経済史』（有斐閣、2017年）
・金井雄一ほか編『世界経済の歴史〔第2版〕』（名古屋大学出版会、
2020年）
・須藤功『戦後アメリカ通貨金融政策の形成』（名古屋大学出版会、
2008年）
・服部信司『アメリカ農業・政策史1776-2010』（農林統計協会、
2010年）
・J.S.オルソン『アメリカ経済経営史事典』（創風社、2008年）
・社会経済史学会編『社会経済史学事典』（丸善出版、(2021年)
・地主敏樹, 村山裕三, 加藤一誠編著『現代アメリカ経済論』（ミネル
ヴァ書房、2012年）
・坂出健ほか編『入門 アメリカ経済Q&A100』（中央経済社、2019
年）
・安部悦生ほか『ケースブック アメリカ経営史〔新版〕』（有斐閣
ブックス、2020年）
・Walton & Rockoff, History of the American Economy, 13th ed.,
Boston, Cengage Learning, 2018.
・Vittorio Valli, The American Economy from Roosevelt to Trump,
Palgrave Macmillan, 2018.

課題に対するフィードバックの方法
・クラスウェブ等を活用する。

成績評価の方法
・定期試験を中心に評価するが（80%）、レポートなどの平常点も成
績評価に反映される（20%）。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）ECN281J

現代経済史
2単位

3・4年次

准教授 日 向 祥 子

授業の概要・到達目標
［授業の概要］戦後日本の経済・社会について、その変容過程を学
ぶ。

［到達目標］日本経済・社会の在り様が変容してきた過程について、
基本的な知識を習得するとともに、ごく基本的な経済学の理解に基
づいて史的因果関係を吟味する力を身につける。

授業内容
01. 現代資本主義経済への視点
02. 戦争の爪痕
03. 敗戦
04. ドッジ・ライン
05. 【理解度の確認】①
06. 保守合同と55年体制
07. 新日本製鐵の成立
08. 【理解度の確認】②
09. ドル・ショックと石油危機
10. 財政再建と民営化
11. 【理解度の確認】③
12. プラザ合意とバブル経済
13. 不良債権と金融危機
14. 【理解度の確認】④

履修の注意点
・講義資料は Oh-o! Meiji システムを通じて配信するので、各自ダ
ウンロード・印刷のうえ講義に臨むこと。
・学期中に中間試験を実施する（4回を予定）。
・期末試験は持ち込み不可。また、出題形式などの事前情報提供は
行わない。

準備学習の内容
講義資料には、各回末尾に「理解の確認」として論述形式の問いを
つけるので、その問いに解答できるよう復習を行うとよい。
なお、受講前に「理解の確認」に目を通しておくと、講義を通して
理解すべきポイントが予め把握でき、効率的と思われる。

教科書
『（新版）日本経済の事件簿』武田晴人（日本経済評論社）2009年

参考書
とくになし

課題に対するフィードバックの方法
中間試験および「理解の確認」については、講義中に解説を行う。

成績評価の方法
中間試験（50％）、期末試験（50％）

その他
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科目ナンバー：（PE）ECN211J

近代経済学
4単位

3・4年次

教授 八 木 尚 志

授業の概要・到達目標
本講では、近代経済学の主要な理論を取り上げ、その理論体系を説明します。ミクロ経済学は市場経済のメカニズムを価格の働きに着目して説

明していく分野です。マクロ経済学は、経済の全体のメカニズムを集計量を用いて明らかにしようとする分野です。本講の目的は、現代の理論経
済学の代表的な理論構造に関する理解を深めることです。

講義内容を2つに区分して講義を行う予定です。第1に、ミクロ経済学の主要な理論体系を部分均衡分析と一般均衡分析の2つの面、第2に、
マクロ経済学の基礎的構造を古典派経済モデルとケインジアン的経済モデルの2つの体系、失業とインフレーションの理論、動学的総需要－動学
的総供給モデル、消費関数、投資関数、景気循環理論、経済成長理論など時間を通じた経済分析・マクロ動学の基礎、の内容を講義する予定で
す。

授業内容
第1回 経済理論について、近代経済学の系譜
第2回 生産理論（生産可能性曲線）
第3回 生産理論
第4回 生産者行動理論
第5回 消費者行動理論の基礎（限界効用、無差別曲線、加重限界効用均等の法則、消費者均衡の条件）
第6回 消費の一般均衡分析
第7回 一般均衡分析と部分均衡
第8回 経済的厚生
第9回 経済的厚生
第10回 消費者行動理論のより進んだ内容（スルツキーとヒックスの所得効果と代替効果、通常の需要曲線と補償需要曲線）
第11回 消費者行動理論のより進んだ内容（マーシャルの消費者余剰、補償変分・等価変分・消費者余剰）
第12回 生産者行動の理論
第13回 生産関数の理論
第14回 部分均衡分析と一般均衡分析
第15回 不確実性と情報の経済分析
第16回 中間テスト(1回目)
第17回 古典派経済学
第18回 貨幣数量説
第19回 単純なケインズモデルと古典派経済学の対比
第20回 流動性選好理論、貨幣理論の発展
第21回 ケインジアンのIS-LMモデル
第22回 労働市場の分析・総需要－総供給分析
第23回 失業とインフレーションの理論
第24回 消費関数の理論・投資関数の理論
第25回 経済成長の理論
第26回 経済成長の理論
第27回 マクロ分配理論
第28回 購買力平価、金利平価、マンデル＝フレミング・モデル

履修の注意点
・出席をするようにしてください（4年生は特に注意してください）。

準備学習の内容
教科書の次回の授業内容を指示します。指示に従って授業の準備をして下さい。
ミクロ分野のテキストは西村和雄『ミクロ経済学入門』岩波書店、
マクロ分野のテキストは西村・八木『経済学ベーシックゼミナール』実務教育出版
事前学習はテキストの対応する部分を読んでください。
事後学習は中間テスト2回と期末テストに合わせて復習をしてください。

教科書
西村和雄著『ミクロ経済学入門』岩波書店
西村和雄・八木尚志著『経済学ベーシックゼミナール』実務教育出版

参考書
伊達邦春編著『近代経済学』『ミクロ経済学』『マクロ経済学』八千代出版
西村・友田著『経済学ゼミナール：上級編』実務教育出版
その他のリーディングリストは講義時に説明します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（授業において確認をする場合があります）及び中間テスト（目安として60％程度）、期末試験（目安として40％程度）。
期末試験終了後に平常点、中間テスト、期末試験の全体の成績状況をみて最終的なウェイトを決めます。
出席は重視しているので注意してください）なお出席票の不正提出を含む不正行為は、成績評価に影響します。

その他
グラフや数値例を用いて近代経済学の基礎理論の体系とその発展についてわかりやすく講義をするように心がけます。理論経済学は市場経済の

メカニズムに対する経済学の見方を体系的に説明したもので、さまざまな政策の基礎となっていたり、他の学問分野にも影響を与えたりしていま
す。ぜひ積極的に授業に取り組んでください。
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科目ナンバー：（PE）ECN231J

経済統計学
4単位

3・4年次

講師 関 根 篤 史

授業の概要・到達目標
【講義概要】経済統計の作成方法と取得方法、そして経済データを使った統計分析の手法について講義を行う。具体的には、さまざまな経済統
計、確率論の基礎、単回帰分析、重回帰分析、自己相関、不均一分散、多重共線性、構造変化、ルービンの因果モデル、操作変数法である。
この講義では、これらの理論を基礎として、Rを用いた経済データの統計分析の手法について解説する。

【到達目標】統計分析の基礎理論と経済データの統計分析の手法について理解を深めることを目標とする。この講義では、経済統計の作成方法
と取得方法、そして統計分析の基礎理論を学ぶだけでなく、Rを使ってどのように経済データ分析を行うのか、また出力された結果に対してど
のように解釈するのかについて理解を深めることが期待される。

授業内容
第1回目 イントロダクション（経済統計学とは）
第2回目 『コア・テキスト経済統計』第2, 3章 景気統計・SNA統計
第3回目 『コア・テキスト経済統計』第4章 物価統計
第4回目 『コア・テキスト経済統計』第7, 8章 労働統計・世帯統計
第5回目 『コア・テキスト経済統計』第9, 10章 企業活動統計・財政統計
第6回目 『Rによる計量経済学』付録 Rの基礎
第7回目 『Rによる計量経済学』第3章 単回帰分析
第8回目 『Rによる計量経済学』第4章 仮説検定
第9回目 『Rによる計量経済学』第5章 自己相関
第10回目 『Rによる計量経済学』第6章 不均一分散
第11回目 『Rによる計量経済学』第7章 重回帰分析
第12回目 『Rによる計量経済学』第8章 多重共線性と変数選択
第13回目 『Rによる計量経済学』第9章 構造変化と理論の妥当性のテスト
第14回目 『Rによる計量経済学』第10章 同時方程式体系
第15回目 『Rによる計量経済学』第10章 同時方程式体系
第16回目 中間試験
第17回目 『Rによる実証分析』第6章 相関関係と因果関係
第18回目 『Rによる実証分析』第7章 外生変数と内生変数
第19回目 『Rによる実証分析』第8章 ランダム化実験
第20回目 『Rによる実証分析』第8章 ランダム化実験
第21回目 『Rによる実証分析』第9章 マッチング法
第22回目 『Rによる実証分析』第9章 マッチング法
第23回目 『Rによる実証分析』第10章 不連続回帰デザイン
第24回目 『Rによる実証分析』第10章 不連続回帰デザイン
第25回目 『Rによる実証分析』第11章 操作変数法
第26回目 『Rによる実証分析』第11章 操作変数法
第27回目 『Rによる実証分析』第12章 パネルデータ分析
第28回目 『Rによる実証分析』第12章 パネルデータ分析

履修の注意点
統計学の単位を取得していることが強く望まれる。第6回目以降の授業でRの実習を行うので、出来る限りノートPCを持参することが望まし
い。参考書については、購入の必要はない。第1回目の授業で参考書について説明を行う。

準備学習の内容
事前に該当の章を読んで来ることが望ましい。また授業後には、実習で学習した内容をもう一度自分で復習すること。

教科書
特に定めない。

参考書
谷沢弘毅 (2006)『コア・テキスト経済統計』新世社。
秋山裕 (2018)『Rによる計量経済学』オーム社。
星野匡郎・田中久稔 (2016) 『Rによる実証分析－回帰分析から因果分析へ－』オーム社。

課題に対するフィードバックの方法
授業内で中間レポートの解説を行う予定である。

成績評価の方法
期末試験(80%)、中間レポート(20%)

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）ECN211J

経済変動論
4単位

3・4年次

准教授 盛 本 圭 一

授業の概要・到達目標
概要：
景気循環・経済成長の基本的事項について、理論・実証の両面からバランス良く教授する。経済政策・人口動態・経済格差などと経済変動の関係についても
述べる。また、世代間の経済問題に関する理論的枠組みとその応用について説明する。統計・数値計算ソフトRの使用法を指導し、経済統計の利用やプログ
ラミングの実習をおこなう。
到達目標：
マクロ経済統計の効果的な利用法を習得し、定量的な議論ができるようになる。現実に見られる経済変動をマクロ経済理論の立場から説明できるようにな
る。

授業内容
第1回 マクロ経済動学の概観
第2回 景気の測り方
第3回 IS-LM分析
第4回 総需要・総供給分析
第5回 需要要因と供給要因による景気変動
第6回 安定化政策
第7回 景気循環に関する定形化された事実：Hodrick-Prescottフィルター
第8回 景気循環に関する諸論題
第9回 演習1（景気循環）
第10回 Harrod-Domarの成長理論
第11回 新古典派成長理論（1）：Solowモデルの背景
第12回 新古典派成長理論（2）：Solowモデルの分析
第13回 課題研究1：景気循環分析の実践
第14回 経済成長の収束
第15回 経済成長のエンジン ※モジュールbのみ実施
第16回 成長会計
第17回 人口動態と成長
第18回 不平等と成長、Growth vs. Volatility
第19回 演習2（経済成長）
第20回 動学的最適化の方法
第21回 課題研究2：成長回帰と成長会計の実践
第22回 一般均衡理論の考え方
第23回 世代重複経済
第24回 世代重複モデルの分析
第25回 年金制度の経済分析
第26回 資産バブル（1）
第27回 資産バブル（2）※モジュールbのみ実施
第28回 演習3（動学一般均衡理論）、質疑応答

※多くの回で授業内で提出する課題があり、これが成績評価の50%程度を占めるので、欠席が多いと単位取得は難しい（特に就職活動をする4年生は十分注
意すること）。
※毎回の授業にモバイル型PCを持参する必要がある。
※課題研究は、レポートの執筆および発表が求められる。

履修の注意点
・講義内容は高度であり負荷も強いので、効率よく楽に単位取得したい学生には適さない科目である。
・ほとんど毎回、授業中にデータ処理や数値計算などの課題をこなす必要があるので、毎回の授業にモバイル型PCを持参しなければならない。
・統計学の初歩、高等学校の数学IIIで扱う微分積分、多変数関数の微分、基本的な行列演算については既知であるとして講義する（1・2年次配当科目「数
量経済分析」と「統計学」の内容を十分に修得していることは必須である）。
・初年次のミクロ経済学・マクロ経済学の理解を前提とする。経済統計学・計量経済学も合わせて履修すると効果的である。

準備学習の内容
事前に配布された教材に目を通し、概要を頭に入れてから毎回の授業に参加すること。また、授業後には理論やプログラム手法の復習を十分おこなう必要が
ある。

教科書
教科書は指定せず、Oh-o! Meijiで講義資料を配布する。

参考書
1．二神孝一・堀敬一『マクロ経済学』（第2版、2017、有斐閣）
2．二神孝一『動学マクロ経済学 成長理論の発展』（2012、日本評論社）

（上記の2点は、重要度の順に並べてあるので、購入する場合は参考にすること。特に1は講義内容の理解にあたって全体的に有益であり、2は講義後半に
扱う分野の理論について丁寧に解説している。）

課題に対するフィードバックの方法
Oh-o!Meijiのコメント機能を利用した対応および課題内容に関する授業内講評の実施

成績評価の方法
授業内に実施する課題（50%）、3回の課題研究（50％）を総合して評価する。

その他
理由の如何によらず欠席者に対する授業内演習および付属課題の事後的な実施・受け取りはおこなわないので、注意すること。
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科目ナンバー：（PE）ECN231J

計量経済学
4単位

3・4年次

教授 小 林 和 司

授業の概要・到達目標
計量経済学とはどのような学問であるかを理解するとともに、計量経済学において提供される経済分析について
基本的理解を達成することが目標である。

授業内容
第1回 計量経済学の概要
第2回 母集団と標本の諸概念
第3・4回 回帰分析
第5・6回 計量経済分析の前提
第7回 確率変数
第8回 期待値
第9回 確率分布
第10・11回 推定
第12・13回 検定
第14～16回 経済理論の検証
第17回 仮定の吟味
第18回 経済予測
第19̃21回 時系列分析
第22・23回 重回帰分析
第24回 同時方程式

履修の注意点
欠席した倍には、板書事項などを他の学生からコピーさせてもらい、教科書と合わせて理解に努める

ことを薦める。

準備学習の内容
本人のやる気次第である。

教科書
このページの教材欄を通じて配布する。

参考書
講義の中で適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
講義開始前の段階では、課題提出を考えていない。

成績評価の方法
期末試験の成績100％で評価を行う。

その他
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科目ナンバー：（PE）ECN241J

経済政策原理
4単位

3・4年次

講師 齋 藤 雅 己

授業の概要・到達目標
（授業の概要） 本講義は、経済理論を現実の経済問題へと実践的に応用して、経済運動のメカニズムが円滑に、効率的に、拡大的に機能するように維持、管理していく「経済
政策形成の原理」を明らかにすることを目的としている。

21世紀に入り、世界経済がますますグローバル化していく中で、我々は国境を超えた様々な問題に直面し、解決を迫られている。さらに、企業活動は既に国境を越えて展開
されており、もはや企業の利益と国家の繁栄、および国民の幸福は一致しなくなってきている。これらの問題に答えていくためには、如何にして現実経済の動きを認識・把握
し、克服すべき政策課題を明らかにして経済政策の形成と実践を図っていけばよいのだろうか。本講義では、日々起こりくる経済問題をとりあげながら、この課題に取り組ん
でいきたい。

（到達目標） 本講義においては、受講生が、学習した知識や経済理論（モデル）を十分に理解したうえで、それらを現実の経済問題の分析へ適用し、政策的に応用できるよう
になることを目標としている。

授業内容
本講義は、以下の内容と順序にしたがって進めていく予定である。

第1回：イントロダクション ～ 経済政策の原理 ～
第2回：経済政策の形成とその基本概念
第3回：経済政策形成の指導原理 ～ 経済原理と政治原理 ～
第4回：政策指導原理の転換メカニズム（1）～ 経済原理に内在する矛盾 ～
第5回：政策指導原理の転換メカニズム（2）～ 政治原理に内在する矛盾 ～
第6回：経済政策の目標と政策体系およびその理論構造 ～ 経済分析理論と政策理論 ～
第7回：経済運動メカニズムの分析と経済政策
第8回：経済政策の目標変数としての所得水準の決定 ～ 二部門経済モデル ～
第9回：三部門・四部門経済モデルにおける所得水準の決定 ～ 経済モデルの拡張と修正 ～
第10回：経済活動の変化と経済政策 ～ 自律的拡大成長のメカニズムとGlobal Economyにおける経済発展 ～
第11回：戦略的政策変数としての消費支出の分析（1）～ 消費支出の決定要因 ～
第12回：戦略的政策変数としての消費支出の分析（2）～ 消費理論とその政策論的インプリケーション ～
第13回：戦略的政策変数としての投資支出の分析（1）～ 投資水準の決定 ～
第14回：戦略的政策変数としての投資支出の分析（2）～ 投資水準の変化とその政策論的応用 ～
第15回：中間試験
第16回：生産物市場の分析（1）～ IS曲線の導出と均衡調整メカニズム ～
第17回：生産物市場の分析（2）～ IS曲線のシフトと政策論的応用 ～
第18回：貨幣市場の分析（1）～ LM曲線の導出と均衡調整メカニズム ～
第19回：貨幣市場の分析（2）～ LM曲線のシフトと政策論的応用 ～
第20回：生産物市場、貨幣市場、労働市場の同時均衡 ～ 財政・金融政策とその効果 ～
第21回：経済成長理論 I ～ ドーマー・モデル ～
第22回：経済成長理論 II ～ ハロッド・モデル ～
第23回：ハロッド・モデルの政策論的応用 ～ 経済崩壊の分析と政策対応 ～
第24回：経済成長理論 III ～ 新古典派成長モデル（ソロー・モデル）～
第25回：技術進歩と経済成長の分析 ～ 持続的長期成長政策の基礎 ～
第26回：経済成長理論の展開 ～ 内生的成長理論とその政策論的意味内容 ～
第27回：経済成長の内部構造の分析－G-Formula ～
第28回：講義のまとめ＆復習
※第1回の授業において、より詳細なシラバスを配布し、講義の進め方や受講時の基本的ルール、出席・試験・成績評価などの重要事項について説明いたします。この科目の
単位取得を考えている学生は、必ず出席するようにして下さい。
※なお、受講生が講義内容をより理解し易くなるように、毎週、現実の経済現象の中から特に重要な経済時事問題を取り挙げ、そのときの経済政策課題とその政策的対応を検
討していく予定です。

履修の注意点
（基本科目）マクロ経済学、数量経済分析
（関連科目）財政学、財政政策、金融論、金融政策、労働経済学、社会保障論、経済変動論、現代日本経済論、経済統計学、現代経済政策、国際経済学、国際経済政策、開発
経済学、国際金融論
※毎回必ず出席するとともに授業の予習・復習をきちんと行えば、本科目の単位取得自体は難しくない。

準備学習の内容
毎回の授業で提示される次回授業範囲について、事前に教科書・参考書を読み、内容の理解に努めること。また、授業で十分に理解できなかった箇所については、レジュメ

とノート、および教科書・参考書を用いて調べなおすこと。
なお、本講義は、現実の世界経済において生じている様々な問題と関連させながら進めていくため、日常的に関心を持って経済情報の収集・整理を行うこと。少なくとも、

毎日、代表的な経済情報紙である「日本経済新聞」を読み、重要な出来事や政策課題について批判的に検討し、自らの考えをまとめておくこと。

教科書
※指定なし

参考書
『アセモグル／レイブソン／リスト マクロ経済学』 D.・アセモグル/D・レイブソン/J・リスト【著】、（東洋経済新報社、2019年）
『アセモグル／レイブソン／リスト ミクロ経済学』 D.・アセモグル/D・レイブソン/J・リスト【著】、（東洋経済新報社、2020年）

※その他、必要とする参考文献等は、講義においてその都度提示する。

課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業の冒頭に、前回授業で出された重要な質問に回答するほか、オンライン（Zoom）による週1回のオフィスアワーを設けて学生からの質問に対応します。なお、

時間的制約が大きい場合には、解説動画をYouTube上へ限定公開することも検討しています。

成績評価の方法
中間試験（50％）と期末試験（50％）の合計に授業への参加度（特別加点による上乗せ、最大15％）を加えて、100点満点で評価する。なお、授業への参加度は、教室で配

布する「出席確認票」の提出、および、Oh-o! Meijiの出席送信コメント欄に「授業に対する質問・感想（毎回）」と「現実経済における重要な政策課題（週1回）」を書いて提
出することで特別加点として評価する。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN241J

数理経済学
4単位

3・4年次

講師 井 上 朋 紀

授業の概要・到達目標
位相数学、凸解析と多変数函数の微分の知識を補いつつ、ミクロ経済学で学習した消費者理論をより厳密に扱う。具体的に扱うトピックは、（a）
需要ベクトルの存在と一意性、（b）需要函数の連続性、（c）競争均衡の存在、（d）需要ベクトルの計算などである．
経済学でよく使われる数学を正確に使えるようにし、証明の書き方を覚えることで、中級から上級のミクロ経済学のテキストを独力で読めるよう
になるのが目標である。

授業内容
第1回：完全競争市場での消費者行動、不等式制約付き最大化問題と需要ベクトル
第2回：ユークリッド空間の位相1：内積、ノルム
第3回：ユークリッド空間の位相2：ノルムの性質、函数・写像の定義、線形写像
第4回：ユークリッド空間の位相3：線形写像の行列表現、開集合の定義
第5回：ユークリッド空間の位相4：開集合の性質、閉集合の定義と性質
第6回：ユークリッド空間の位相5：閉包の定義、点列
第7回：ユークリッド空間の位相6：触点・閉集合の点列による特徴づけ
第8回：ユークリッド空間の位相7：実数の連続性1
第9回：ユークリッド空間の位相8：実数の連続性2
第10回：ユークリッド空間の位相9：コンパクト集合の定義、コンパクト集合の点列による特徴づけ
第11回：ユークリッド空間の位相10：連続函数の定義
第12回：ユークリッド空間の位相11：連続函数の点列による特徴づけ
第13回：ユークリッド空間の位相12：連続函数の逆像による特徴づけ
第14回：ユークリッド空間の位相13：連続函数によるコンパクト集合の像
第15回：ユークリッド空間の位相14：函数の連続性とグラフ
第16回：消費者理論1：効用最大化問題の解（需要ベクトル）の存在
第17回：凸解析：凸集合の定義、凹函数・準凹函数の定義と性質
第18回：消費者理論2：需要ベクトルの一意性、需要函数の連続性
第19回：完全競争的な交換経済におけるワルラス均衡の存在定理
第20回：Brouwerの不動点定理とワルラス均衡の存在
第21回：微分1：微分の定義、微分の一意性、ヤコビ行列
第22回：微分2：合成函数の微分
第23回：微分3：和・積・商の微分、偏微分の定義、1変数函数の微分についての諸定理（ロルの定理、平均値の定理）
第24回：微分4：高階の偏微分、偏微分の順序
第25回：微分5：合成函数のヤコビ行列、連続可微分な函数
第26回：微分6：等式・不等式制約付きの最大化問題の解とKKT条件
第27回：微分7：等式・不等式制約付きの最大化問題を解く
第28回：消費者理論3：需要ベクトルをラグランジュの定理を用いて求める

履修の注意点
定義は正確に覚え、微分の計算を正しく行えるようにするだけでなく、できる限り定理の証明も覚えること。
特に、位相数学については、定義や使い方に慣れるまでに時間がかかるが、根気よく勉強を続けること。
授業中に定義を覚えているかの小テストや計算の小テストを実施する。
じっくり考えてもらいたい証明問題について、宿題を出す場合がある。

準備学習の内容
1変数函数の微分については、計算がきることを前提として授業を進める。
内容が積み重ねであり、週2コマあるので、よく復習して分からないことを溜めないこと。

教科書
(1) 『経済数学講義』 丸山徹（慶應通信）1984年。
(1') 『経済数学』 丸山徹（知泉書館）2002年。
(2) 『多変数解析学：古典理論への現代的アプローチ』 スピヴァック（著）、齋藤正彦（訳）（東京図書）1972年。
(3) 『Convexity and Optimization in R^n』 Berkovitz, Leonard D. （John Wiley & Sons）2002年。
(1')は(1)の内容を含んでいる。
ユークリッド空間の位相については(1)（または(1')）と(2)を、多変数函数の微分については(2)を、等式・不等式制約付き最大化問題につい
ては(3)を用いる。どの教科書も1冊の内容を全て使うわけでない。また、板書の内容で意味が通るようにする。教科書を購入する場合は、これ
らのことをよく考慮すること。

参考書
『集合と位相への入門：ユークリッド空間の位相』 鈴木晋一（サイエンス社）2003年。
前半の授業のユークリッド空間の位相について、教科書のスタイルが合わない場合に利用してください。論理記号や実数の連続性についても書い
てある。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
小テスト、宿題、定期試験によって評価する。

その他
履修者の様子を見て、授業のペースを遅くし、講義内容を変更する可能性がある。
授業前後にオフィスアワーを実施する予定である。
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科目ナンバー：（PE）POL321J

自治体経営論
4単位

3・4年次

教授 牛 山 久仁彦

授業の概要・到達目標
地方分権が日本における重要な政治課題として登場して以来、そのあり方や方向性についての議論が重ねられてきたが、2000年4月のいらゆ
る「分権一括法」はそうした改革を具体的にスタートさせる意味をもつ。戦後、日本国憲法のもとで構想された地方自治制度であるが、55年
目にして大きな改革が行われ、地域における政治・行政は大きく変わろうとしている。この講義では、こうした改革がもたらされた歴史的背
景や、制度の変化について概観し、自治体経営の観点からの改革がなぜ、どのように求められているか、また、その意義について検討する。

授業内容
前半は、地方自治についての基本的な視点や制度の状況について講義を行い、後半に入って個別の行政課題および地方自治の政治システムに
ついての検討を進める。また、市民・住民による政治参加の問題がクローズアップされ、地方分権で重要性が増している地域政治システムに
ついて検討を進め、首長・議会の問題や、情報公開・住民投票など関連する項目について講義を行う。

1 「自治」ということ
2 地方自治の歴史と展開＜1＞
3 地方自治の歴史と展開＜2＞
4 地方政府論と政府関係＜1＞
5 地方政府論と政府関係＜2＞
6 地方政府の種類と機能＜1＞
7 地方政府の種類と機能＜2＞
8 機関委任事務体制と集権体制
9 地方財政の仕組みと地方体制＜1＞
10 地方財政の仕組みと地方体制＜2＞
11 地方分権改革の潮流とその意義＜1＞
12 地方分権改革の潮流とその意義＜2＞
13 「分権一括法」の到達点と課題＜1＞
14 「分権一括法」の到達点と課題＜2＞
15 自治体経営の視点と地域住民＜1＞
16 自治体経営の視点と地域住民＜2＞
17 地方自治と地域福祉＜1＞
18 地方自治と地域福祉＜2＞
19 地方自治とまちづくり＜1＞
20 地方自治とまちづくり＜2＞
21 地域政治研究の意義と視点＜1＞
22 地域政治研究の意義と視点＜2＞
23 首長の役割と機能
24 地方議会の役割と課題
25 自治体選挙の現状と問題点
26 広域行政と市町村合併＜1＞
27 広域行政と市町村合併＜2＞
28 住民投票制度の課題と展望

履修の注意点
地方自治をめぐる諸問題については、行政学、政治学をはじめ、社会学や財政学など広範な分野についての理解が不可欠である。本講座では、
行政学的な議論を中心にしながら、行政法学など法律学的な思考も重視し、自治体行政の重要課題である財政問題を理解することも必要とな
る。

準備学習の内容
地方自治をめぐる諸問題については、行政学、政治学をはじめ、社会学や財政学など広範な分野についての理解が不可欠である。本講座では、
行政学的な議論を中心にしながら、行政法学など法律学的な思考も重視し、自治体行政の重要課題である財政問題を理解することも必要とな
る。

教科書
開講時に指示する。

参考書
牛山久仁彦他著『現代地方自治の課題』学陽書房
阿部 斉・新藤宗幸著『概説日本の地方自治』東京大学出版会

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
基本的には、試験による評価とするが、平常点・レポートなど日常的な学生諸君の努力にこたえることができるような工夫をしたい。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）POL311J

国家論
2単位

3・4年次

教授 西 川 伸 一

授業の概要・到達目標
（1）概要：とりわけ現代国家をめぐる政治学の諸潮流の議論を概

括的に講じていく。その際、できるだけ具体的な事例
を踏まえて説明することを心がける。

（2）到達目標：為政者に「操作」されない、国家や権力に対する
「醒めた」認識を身につける。

授業内容
第1回 オリエンテーション;「国家」とは何か（1）
第2回 「国家」と何か（2）
第3回 「国家」と何か（3）
第4回 社会主義国家とは何だったのか（1）
第5回 社会主義国家とは何だったのか（2）
第6回 社会主義国家とは何だったのか（3）
第7回 anti-statism としての多元主義（1）
第8回 anti-statism としての多元主義（2）
第9回 anti-statism としての多元主義（3）
第10回 新多元主義の国家論（1）
第11回 新多元主義の国家論（2）
第12回 ニューライトの国家論（1）
第13回 ニューライトの国家論（2）
第14回 まとめ；春学期定期試験についての説明

履修の注意点
パワーポイントを用いた授業を行います。ただし、重要事項は板書
して確認します。

準備学習の内容
次回の授業で配布する授業資料を事前にクラスウェブに掲載するの
で、目を通しておいてください。

教科書
使用しません。

参考書
拙著（2018）『政衰記 2011-2018』五月書房新社。
拙著（2018）『覚せい剤取締法の政治学』ロゴス。
拙著（2015）『城山三郎『官僚たちの夏』の政治学』ロゴス。
拙著（2013）『これでわかった！ 内閣法制局』五月書房。
拙著（2010）『オーウェル『動物農場』の政治学』ロゴス。

課題に対するフィードバックの方法
小レポート課題はクラスウェブで提出することとし、それへのコメ
ントを必ず返します。

成績評価の方法
授業への参画度（30％）、小レポート（10％）、国立ハンセン病資料
館見学レポート（10％）、および春学期試験（50％）。くわしくは第
1回授業時に説明するので、必ず出席してください。

その他
（1）時間厳守で行います。
（2）私語など授業の妨げになる行為はしないでください。

科目ナンバー：（PE）POL311J

現代国家分析
2単位

3・4年次

教授 西 川 伸 一

授業の概要・到達目標
（1）概要：裁判は国家に固有の作用である。しかし、現代国家の

分析対象として、裁判所はほとんど注目されてこな
かった。そこでこの授業では、日本の裁判所に焦点を
当てて、裁判所行政とりわけ裁判官の幹部人事に接近
することにする。あわせて、最高裁の成り立ちや最高
裁裁判官国民審査の意義と現状についても講じてい
く。

（2）到達目標：国民審査でおざなりの白票を投じない程度の知識
を、現代日本の裁判所について身につける。

授業内容
第1回 オリエンテーション;なぜ最高裁裁判官は15人なのか（1）
第2回 なぜ最高裁裁判官は15人なのか（2）
第3回 なぜ最高裁裁判官は15人なのか（3）
第4回 最高裁裁判官にはだれがなるのか（1）
第5回 最高裁裁判官にはだれがなるのか（2）
第6回 最高裁事務総局とは何か（1）
第7回 最高裁事務総局とは何か（2）
第8回 最高裁事務総局とは何か（3）
第9回 高裁長官にはだれがなるのか（1）
第10回 高裁長官にはだれがなるのか（2）
第11回 地家裁所長ポストの「個性」
第12回 最高裁裁判官国民審査はムダなのか（1）
第13回 最高裁裁判官国民審査はムダなのか（2）
第14回 裁判員制度と司法制度改革・秋学期定期試験についての説

明

履修の注意点
パワーポイントを用いた授業を行います。ただし、重要事項は板書
して確認します。

準備学習の内容
次回の授業で配布する授業資料を事前にクラスウェブに掲載するの
で、目を通しておいてください。

教科書
使用しません。

参考書
拙著（2020）『増補改訂版 裁判官幹部人事の研究』五月書房新社。
デイヴィッド・S・ロー、拙訳（2013）『日本の最高裁を解剖する』
現代人文社。
拙著（2012）『最高裁裁判官国民審査の実証的研究』五月書房。
拙著（2005）『日本司法の逆説』五月書房。

課題に対するフィードバックの方法
小レポート課題はクラスウェブで提出してください。必ずコメント
を返します。

成績評価の方法
授業への参画度（30％）、小レポート（10％）、裁判傍聴レポート

（10％）、秋学期試験（50％）。
くわしくは第1回授業時に説明するので、必ず出席してください。

その他
（1）時間厳守で行います。
（2）私語など授業の妨げになる行為はしないでください。
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科目ナンバー：（PE）POL331J

国際政治学
4単位

3・4年次

教授 伊 藤 剛

授業の概要・到達目標
国際政治学の基本概念・歴史・理論を学ぶことで、国際社会が直面している課題としての「地球的問題群」について理解すること。また「国
際政治の中の日本」という視点から、日本の外交・安全保障政策について学習することで、地球的問題群解決のために、日本が何をできるか、
について考察すること。

授業内容
第1回目 主権国家の誕生
第2回目 第一次世界大戦と第二次世界大戦
第3回目 冷戦の時代
第4回目 理論①：リアリズムとリベラリズム
第5回目 理論②：コンストラクティビズム
第6回目 国際安全保障論：戦後日本の安全保障
第7回目 国際政治経済論
第8回目 文明の衝突論と民主的平和論
第9回目 対外政策決定過程と外交交渉
第10回目 国際連合の使命と課題
第11回目 国連PKOと日本の国際平和協力
第12回目 ヨーロッパとアジアにおける地域統合
第13回目 グローバルガバナンスと脱国家主体
第14回目 核兵器のない世界へ
第15回目 国際政治の中の日本
第16回目 二つの世界大戦と日本外交
第17回目 占領期における日本外交
第18回目 独立国としての日本外交
第19回目 経済大国としての日本外交
第20回目 ベトナム戦争、沖縄返還、非核三原則
第21回目 ニクソンショックとオイルショック
第22回目 福田ドクトリンと環太平洋連帯構想
第23回目 日米貿易摩擦とロン＝ヤス時代
第24回目 冷戦後の日本外交と湾岸戦争
第25回目 日本外交と人間の安全保障
第26回目 対テロ戦争と日本外交
第27回目 戦争と平和の日豪関係
第28回目 変わりゆく国際社会と日本の外交・安全保障

履修の注意点
本年度は秋学期に集中して行う。

準備学習の内容
復習を行うこと。講義では国際政治に関する映画作品を紹介するので、関心がある作品を視聴すること。

教科書
指定なし。

参考書
村田晃嗣・君塚直隆・石川卓・栗栖薫子・秋山信将『国際政治学をつかむ』有斐閣, 2015年。
五百旗頭真（編）『戦後日本外交史』有斐閣, 2014年。
三上貴教（編）『映画で学ぶ国際関係I・II』法律文化社, 2005年, 2013年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
レポート2回（各50%）。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）POL391J

都市政策【2018年度以降入学者】
都市空間政策【2017年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 野 澤 千 絵

授業の概要・到達目標
「授業の概要」
都市政策は、成長期の都市化社会から都市成熟型社会に移行し、既
存の都市の再生・再編成が都市政策の中心課題となっている。特
に、世界の人口10万人以上の都市の4分の1が人口減少都市

（Shrinking Cities）と言われる中で、前例のないスピードで人口減
少が深刻化する日本は世界的に注目されている。本講義では、世
界・日本の都市政策の歴史や理論・手法、法制度と共に、新たな思
潮や国・自治体等による取り組み事例を学ぶ。

「到達目標」
1）都市政策に関する考え方・仕組み・手法に関する幅広い視野と
専門知識を獲得する。
2）都市政策について国内外の大きな方向性を読み取り、暮らしや
経済・ビジネス等のあり方と関連づけながら問題構造を論じること
ができる。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 世界と日本の都市政策史
第3回目 都市政策とマスタープラン
第4回目 土地利用規制の枠組み
第5回目 演習①
第6回目 都市政策関連法制度
第7回目 演習②
第8回目 都市開発事業の仕組み
第9回目 我が国の都市再生戦略
第10回目 コンパクトシティ政策の実際
第11回目 都市のスポンジ化と空き家問題
第12回目 世界の人口減少都市の都市政策
第13回目 諸外国の現代都市政策の思潮
第14回目 振り返り・総括

履修の注意点
様々な都市に興味を持ち、ホームページ等による情報収集や実際に
街歩きを行うことが望ましい。

準備学習の内容
教科書の中の次回予定箇所を読んで予習しておくこと。また、講義
資料や講義中に指摘した教科書の重要箇所について復習を行うこ
と。

教科書
特に定めない。講義資料が教科書となる。

参考書
特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
2回目以降の授業の出欠登録の際に求めるコメント（45％）とレ
ポート課題（55％）で評価する。

その他
将来、公務員、不動産・建設・金融業界、ジャーナリストに興味の
ある学生には履修を勧める。

科目ナンバー：（PE）POL391J

都市行政【2018年度以降入学者】
都市行政政策【2017年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 野 澤 千 絵

授業の概要・到達目標
「授業の概要」
都市行政は、経済社会状況の変化や人々の新たなニーズに的確、か
つ迅速に対応するだけではなく、様々な分野が輻輳した現代的な行
政課題に対し、総合的・長期的に見て持続可能な都市経営を推進す
るという重要な役割も担っている。本講義では、都市行政に関わる
様々な分野の現代的課題を中心に、その実態や法制度、新たな取り
組みなど横断的に都市行政が抱える問題の構造を学ぶ。

「到達目標」
1）都市行政に関する考え方・仕組み・手法に関する幅広い視野と
専門知識を獲得する。
2）都市行政について時代の大きな方向性を読み取り、暮らしや経
済・ビジネス等のあり方と関連づけながら問題構造を論じることが
できる。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 都市行政の基礎的枠組み
第3回目 地方分権時代の条例によるまちづくり
第4回目 都市行政と市民協働
第5回目 人口減少時代の都市問題と
第6回目 公共事業と公民連携手法
第7回目 PRE(公有不動産)・公共空間の利活用
第8回目 都市開発とエリアマネジメント
第9回目 自治体による災害対策
第10回目 地方創生とスマートシティ政策
第11回目 モビリティ・イノベーションと都市行政
第12回目 広域連携と広域調整
第13回目 住宅政策とセーフティネット
第14回目 振り返り・総括

履修の注意点
地方自治、行政学、公共政策などの関連分野について併せて学ぶこ
とが望ましい。

準備学習の内容
次回予定テーマについてインターネット等で検索し、予習しておく
こと。また、講義資料や講義中に指摘した重要箇所について復習を
行うこと。

教科書
特に定めない。講義用の資料が教科書となる。

参考書
特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
2回目以降の授業の出欠登録の際に求めるコメント（45％）とレ
ポート課題（55％）で評価する。

その他
特に、将来、公務員、不動産・建設・金融業界、ジャーナリストに
興味のある学生には履修を勧める。
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科目ナンバー：（PE）POL311J

政治過程論
4単位

3・4年次

講師 加 藤 言 人

授業の概要・到達目標
政治過程論とは、政治が行われる様々なプロセスを理解し、論理的に説明しようとする学問である。法律や制度などの記述を超えて、政治が
なぜ、どのように動いているのかについて、理論を立てて科学的な検証を行うことが、その目的となる。本講義では、政治過程論について、
次の4つのタスクを達成することを目指す。（1）政治過程論が扱う問いの射程を理解する。（2）政治過程論において用いられる方法論の
エッセンスを習得する。（3）特に合理的選択理論（ゲーム理論／フォーマルモデル）の文脈において、政治過程論の研究がどう構築・発展し
ているかを理解する。（4）政治過程をロジカルに捉え、またそのロジックを批判的に検討する力を身につける。

授業内容
第1回目 政治過程論とは何か：イントロダクション
第2回目 行動論革命と政治学の「科学化」
第3回目 政治を科学する（1）問いと理論
第4回目 政治を科学する（2）因果関係と因果メカニズム
第5回目 過程（プロセス／メカニズム）と制度／環境
第6回目 新制度論とそのアプローチ
第7回目 政治過程と合理的選択理論（1）科学的理論としてのフォーマルモデル
第8回目 政治過程と合理的選択理論（2）利得最大化と投票過程
第9回目 政治過程と合理的選択理論（3）投票のパラドックスと選挙制度
第10回目 選挙における政治家と有権者（1）選挙競争と政策位置
第11回目 選挙における政治家と有権者（2）汚職と業績評価
第12回目 政党の意思決定と連立（多数派）形成
第13回目 選挙における政治家と有権者（3）情報の非対称性と政治家の質
第14回目 利益団体政治（1）選挙献金と候補者資質
第15回目 利益団体政治（2）ロビー活動と政策の質
第16回目 政策実行過程における政治家と官僚
第17回目 民主主義 vs. 非民主主義（1）政治体制と政治的生き残りのメカニズム
第18回目 民主主義 vs. 非民主主義（2）メディア統制／報道の自由
第19回目 民主化過程のモデル
第20回目 戦争と外交交渉
第21回目 国内政治体制と平和
第22回目 民主的アカウンタビリティ（1）実証政治学におけるアカウンタビリティの考え方
第23回目 民主的アカウンタビリティ（2）動的代表
第24回目 民主的アカウンタビリティ（3）女性・低所得者層の意見代表
第25回目 民主的アカウンタビリティ（4）有権者の「質」と政策的帰結（1）
第26回目 民主的アカウンタビリティ（5）有権者の「質」と政策的帰結（2）
第27回目 民主的アカウンタビリティ（6）動機づけられた推論（Motivated Reasoning）
第28回目 総括：政治過程を論理的に解読する

履修の注意点
政治過程論の分野は、実証分析およびゲーム理論・フォーマルモデルを用いて研究が行われているが、本講義では特に後者に注目して議論す
る（前者も必要に応じて扱う）。よって、ゲーム理論・フォーマルモデルを用いた研究手法に関して、関心・学習意欲を持っていること（事前
知識があるとなお良いが、要件としては求めない）。また、理論的な前提に対して、論理的かつ批判的な思考ができること。
講義の詳細については、変更する可能性もあるので、第1回講義のイントロダクションに出席すること。成績評価方法の詳細についても同じ
く第1回講義で説明する。

準備学習の内容
講義内で課されたリーディングを読み、また紹介されている理論モデルについて自分で取り組んでみること。内容をただ記憶するのではなく、
疑問点・改善点について自分で思考してみること。リーディングについては予習に使っても良いし、復習に使っても良い。

教科書
浅古泰史（著）、2018、『ゲーム理論で考える政治学─フォーマルモデル入門』、有斐閣
その他、適宜リーディングを配布・共有する。

参考書
伊藤光利・田中愛治・真渕勝（著）、2000、『政治過程論』、有斐閣
久米郁男（著）、2013、『原因を推論する ‒ 政治分析方法論のすゝめ』、有斐閣
Gehlbach, Scott. 2013. Formal Models of Domestic Politics. New York, NY: Cambridge University Press.

課題に対するフィードバックの方法
課題・試験のフィードバックについては、ウェブシステムを用いて行う予定である。詳細については第1回講義で説明する。

成績評価の方法
期末試験40%、政策メモ20%×2、授業への参加度（コメントシート、発表、オフィスアワーの利用など）20%

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）POL311J

政治体制論
2単位

3・4年次

教授 外 池 力

授業の概要・到達目標
私の教育目標は、以下の三つを身につけることです。

1 知的誠実さ
2 健全な批判精神
3 許す勇気
本講義の目的は、1・2年生で学んだ政治学、政治史、政治理論の基本を、「デモクラシー」、「人権」、「文化」という軸
を中心に発展させることにある。まずデモクラシーの理論を紹介しながら、デモクラシーへの批判や反発は歴史上常にあ
ることを紹介し、デモクラシー批判のパターンを位置づけることにより、安易なデモクラシー批判に絡み取られないよう
にし、さらなるデモクラシーが可能かどうかを考える。また一方で、人権に対する批判についてもデモクラシーと関連づ
けながら同じように考察し、それらの概念のもつ有効性を検討する。その中で、デモクラシーと人権の関係についても考
察すsる。
比較政治体制論という視座を取ることにより、世界の政治のマクロレベルでの比較が可能となり、エスノセントリズム

（自民族中心主義）やナイーブな文化相対主義に陥らない柔軟で責任ある思考を身につけることができる。デモクラシーや
人権は人類が共有できる普遍的な制度なのか、それとも文化的・歴史的に相対的になのか、またそれらを支える価値観はど
うかを、様々な国や地域での様々な人権侵害などの実例を挙げながら考え、普遍主義との相対主義の複雑な関係を考察す
る。

なお、「人権タイム」として、毎回授業の最初に、アムネスティ・インターナショナルやその他の人権擁護機関の資料な
どから常に世界各地での進行形の人権弾圧の最新の資料を、随時紹介するので、FREEDOM HOUSE、ヒューマン・ライ
ツ・ウォッチその他多様な情報を自分で使いこなし、自分の倫理と理論を常に事実から検証していく態度を取れるようにす
る。数回のレポートで資料を使って自分の意見を論理的にまとめる練習をし、試験で検証する。

授業内容
講義は次のような順序で行われる予定である。
なお、授業の最初の10～20分は、毎回、「人権タイム」として、世界や日本の人権に関する最新のトピックを紹介する人権
教育を行なう。

（1） 問題意識の設定、資料の収集と研究方法、
図書館や図書検索の使い方の簡単なおさらいと神保町古本街の巡り方（安く本を手に入れる方法や古本街の歴史や穴場）

などを教える。
（2） デモクラシーの基礎知識（1）

デモクラシー批判の構造、デモクラシーは理論的に不可能か?
（3） デモクラシーの基礎知識（2）

デモクラシー批判の構造、デモクラシーは望ましくないか?
（4） デモクラシーと人権

デモクラシーと人権の対立と補完性を論じる。
（5） 功利と権利、人権批判

「みんなのため」をどこまで許すのか?多数は正しいのか?人権批判について
（6） 政治体制の考え方

「民主体制、権威主義体制、全体主義体制」という類型学について考える。
（7） 欧米型民主主義への批判

「歴史の終わり」と「文明の衝突」について考える。
（8） 文化という「野蛮」と普遍という「押しつけ」（1）

アジア型デモクラシーなどを実例に、文化と人権、文化とデモクラシーについて考える。
（9） 文化という「野蛮」と普遍という「押しつけ」（2）

「文化による」人権侵害の実例を挙げながら、文化と人権、文化とデモクラシーについて考える。
（10） 文化相対主義と普遍主義（1）

「文化」vs「人権」なのか? PC などを通じて考える。
（11） 文化相対主義と普遍主義（2）

多文化主義とデモクラシーについて考える。
（12） 文化相対主義と歴史主義

欧米 VS 非欧米、「相対化」という視座で歴史、社会について考える。
（13）デモクラシーと相対主義

相対主義の時代のデモクラシーについて考える。
（14）まとめ、総括

普遍的なデモクラシーや人権の構築は可能か。人類共通の価値の構築の重要性と問題点を考え、その問題点の克服を模索
する。

履修の注意点
自らが問題意識を持ち研究を進めていくことが重要であるから、関心のあるテーマを定め、図書館と神田本の街を使いこな
せるようになること。
そのために、中央図書館の 1F の参考図書コーナーと地下 2F から入る「閉架書庫」などを利用しデモクラシー・人権関連
の資料を手に入れてみること。また神保町のどこかの古本屋で地図を手に入れてみること。
＊毎回プリントを授業の進行よりも少し早めに配布するので、予習、復習に利用すること。

準備学習の内容
各授業でプリントを配布するが、次の週の内容まで配布することが多いので、熟読しておくこと。またプリントの量が多い
ので、すべてを授業中に読めないので、未読の部分についても、熟読しておくこと。

教科書
特になし

参考書
小山力也『古本屋ツアー・イン・神保町』本の雑誌社、フクヤマ『歴史の終わり』三笠書房、サンゲーラ『恥と名誉』解放
出版社、トドロフ『歴史のモラル』法大出版会、シュレージンガー『アメリカの分裂』岩波書店、脇浜義明編訳『アメリカ
の差別問題:PC（政治的正義）論争をふまえて』明石書店、筒井清輝『人権と国家』岩波書店、ウォラーステイン『社会科
学をひらく』藤原書店、神保・宮台『アメリカン・ディストピア』春秋社、グリンデほか『アメリカ建国とイロコイ民主
制』みすず書房、ドガン『比較政治社会学の新次元』芦書房など
アムネスティインターナショナルやヒューマンライツウォッチ、フリーダムハウスのデータは適時配布する。

http://www.amnesty.org/ （アムネスティインターナショナルHP）
http://www.freedomhouse.org/ （フリーダムハウスHP）
http://www.hrw.org （ヒューマンライツウォッチHP）
http://hrn.or.jp/（ヒューマンライツ・ナウHP）
https://www.v-dem.net/ Varieties of Democracy研究所（ヨーテボリ大学）
http://www.indexoncensorship.org/ Index on Censorship（報道の自由）
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index.html （法務省人権擁護局HP）
http://www.unic.or.jp/activities/humanrights/ （国連広報センタHP:ー人権）
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx （国連人権機関HP）
特に「普遍的・定期的レビュー」http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken.html （外務省の人権部分）

「普遍的・定期的レビュー」の日本関連部分http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/upr_gai.html
http://www.jinken.or.jp/jinken-info （HP:人権教育啓発推進センター:HP）
https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/archives/法政大学大原社会問題研究所、社会問題･社会運動関連サイト（日本国内）
国会図書館電子図書館
http://www.ndl.go.jp/jp/service/online_service.html#denshi
国会図書館デジタルコレクション
http://dl.ndl.go.jp/
CiNii大学図書館の本を探すhttp://ci.nii.ac.jp/books/?l=ja

「本の街」神田神保町オフィシャルサイト
http://jimbou.info

課題に対するフィードバックの方法
優秀なレポートについては、授業中に取り入れて批評する。

成績評価の方法
試験（70%）および3回の（30%）の3回のレポート（必修）によって評価する。

その他
レポート等でコピーペーストは厳禁、自分で考え自分の言葉で書くこと。
レポート提出は3回とも期限を守ること。

科目ナンバー：（PE）POL311J

政治体制変動論
2単位

3・4年次

教授 外 池 力

授業の概要・到達目標
私の教育目標は、以下の三つを身につけることです。

1 知的誠実さ
2 健全な批判精神
3 許す勇気
本講義の目的は、1・2年生で学んだ政治学や政治史の基本を、「民主化」、「革命」、「寛容」、「人権」という軸を中心に
発展させることにある。ここでは、政治体制の移行もしくは変動という視座を取ることにより、世界の政治の動態をマク
ロレベルで比較することが可能となる。
民主化について、「移行期の正義」というテーマにおいて独裁体制の犯罪への加担者を民主化後にいかに処遇するかとい

ういわゆる「拷問者問題」などを中心に考える。この問題は「戦争犯罪」をどう考えるかということに通ずる問題でもあ
る。たとえばハンチントンは、民主化において過去の政治的犯罪について「裁くべからず、許すべからず、忘れるべから
ず」と論じているが、果たしてこのような結論は妥当なものであろうか。

旧社会主義国の民主化、南アフリカのアパルトヘイト廃止、日本などの戦後処理、死刑問題などの実例を題材にしなが
ら、このような裁きと許しや寛容の問題を歴史的、理論的に検討していく。そのなかで、デモクラシーや人権という概念の
重要性や問題点を再検討する。

毎回、「人権」タイムとして、アムネスティ・インターナショナルのニュースレター、FREEDOM HOUSE、ヒューマ
ン・ライツ・ウォッチなどから世界各地での進行形の人権弾圧の資料を紹介するので、自分の持つ倫理と理論を常に事実か
ら検証していく態度を取ることが求められる。特に、講義を進めるなかで12月10日の国際人権デーに向かけてノーベル平和
賞をはじめとする、多くの人権関連の賞やそれに関するニュースが増えるので、そのようなホットで論争的な題材に対する
感受性を養い、自らの論理と倫理を深めることが到達目標である。 授業中に、来年度の「人権カレンダー」をプレゼント
する。

授業内容
講義は次のような順序で行われる予定である。
なお、授業の最初の10～20分は、毎回、世界や日本の人権に関する最新のトピックを紹介する人権教育を行なう。

（1） 世界の民主化と自由化
民主化の現状を、FREEDOM HOUSE やアムネスティなどの指標・資料を使って検討する

（2） 民主化の理論と民主主義の条件
ハンチントンやダールなど議論を基本として民主化の理論を検討し、民主主義の条件を考える

（3） 体制の移行
民主化を政治体制の移行という観点から考える。

（4） 拷問者問題について
民主化と革命の関連を考えながら、旧体制の犯罪の扱いについて考えることで、正義と裁きの問題を検討する。

（5） 移行期の正義（1）
日本などの戦後処理の事例を通じて、戦後の責任の追及のあり方を考え、戦後の思想を再検討する。

（6） 移行期の正義（2）
南アフリカなどの「真実と和解委員会」のプロセスを検討し、裁きと許しの問題を考える。

（7） 移行期の正義（3）
円卓会議や協定の問題と非暴力思想を、東欧革命など具体的事例を通じて考える。

（8） 民主化と寛容（1）
デモクラシーを定着させるために必要な寛容について歴史的な視点で考える。特に寛容の父と言われるカステリオについ

て学ぶ。
（9） 民主化と寛容（2）

デモクラシーを定着させるために必要な寛容について政治思想的な視点で考える。
（10） 民主化と寛容（3）

「他者」をどう位置づけるか、という視点から寛容の問題を考察する。
（11） 民主化と寛容（4）

死刑制度について考えることで、裁きと許しの問題を進化させる。
（12） 世界の人権賞

世界や日本の人権賞とノーベル平和賞について、平和と人権という観点から考える。
（13） 民主化とトラウマ

独裁体制下での犠牲者の心の傷にどう対処するかを考える。集団のトラウマという問題を論じることで、体制と個人の関
係を考える。

（14） まとめ、総括
政治体制を考えるにあたって人権という視点の重要性を考え、またデモクラシーの価値を再確認する。

履修の注意点
自らが問題意識を持ち研究を進めていくことが重要であるから、関心のあるテーマを定め、図書館と神田本の街を使いこな
せるようになること。

毎回プリント資料を授業の進行よりも少し早めに配るのでそれらを通じて、予習・復習をすること。

準備学習の内容
各授業でプリントを幾つか配布するが、次の週の内容まで配布することが多いので、熟読しておくこと。またプリントの量
が多いので、すべてを授業中に読めないので、未読の部分についても、熟読しておくこと。

教科書
特になし

参考書
ダール『ポリアーキー』三一書房、
ハンチントン『第三の波』三嶺書房、
ミフニク『民主主義の天使』同文館、
山本浩『真実と和解』NHK 出版、
ボレイン『国家の仮面が剥がされるとき』第三書館、
ローゼンバーク『過去と闘う国々』新曜社、
カメン『寛容思想の系譜』平凡社、
亀井静香『死刑廃止論』花伝社、
ハーマン『心的外傷と回復』みすず書房、
ヘイナー『かたりえぬ真実』平凡社、
ミノウ『復讐と赦しのあいだ』信山社、
ロールズ他『人権について』みすず書房、
アムネスティインターナショナルやヒューマンライツウォッチ、フリーダムハウスのデータは適時配布する。
http://www.amnesty.org/ （アムネスティインターナショナルHP）
http://www.freedomhouse.org/ （フリーダムハウスHP）
http://www.hrw.org （ヒューマンライツウォッチHP）
https://www.v-dem.net/ Varieties of Democracy研究所（ヨーテボリ大学）
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index.html （法務省人権擁護局HP）
http://www.unic.or.jp/activities/humanrights/ （国連広報センタHP:ー人権）
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx （国連人権機関HP）
特に「普遍的・定期的レビュー」http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken.html （外務省の人権部分）

「普遍的・定期的レビュー」の日本関連部分http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/upr_gai.html
特に、第三回審査（2017年11月）の結果は
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000346504.pdf
http://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/法政大学大原社会問題研究所、社会問題･社会運動関連サイト（日本国内）
ヒューライツ大阪https://www.hurights.or.jp/japan/
The International Justice Resource Center（IJRC）の文献検索照会ページ
http://www.ijrcenter.org/research-aids/legal-analysis-books-articles-etc/#Book_Article_and_Working_Paper_Databases
国会図書館電子図書館
http://www.ndl.go.jp/jp/service/online_service.html#denshi
国会図書館デジタルコレクション
http://dl.ndl.go.jp/
CiNii大学図書館の本を探すhttp://ci.nii.ac.jp/books/?l=ja

「本の街」神田神保町オフィシャルサイト
http://jimbou.info
神保町古書店MAP https://jimbou.info/map/
日本の古本屋 ＊AMAZONよりも安く見つかる場合もあります
https://www.kosho.or.jp/

課題に対するフィードバックの方法
優秀なレポートについては、授業中に取り入れて評価する。

成績評価の方法
試験（70%）と3回のレポート（必修）（30%）で評価する

その他
レポート等でコピーペーストは厳禁、3回ともレポートの期限は守ること
授業中に本授業特製「人権カレンダー2023」を配布する
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科目ナンバー：（PE）POL311E

比較政治論
4単位

3・4年次

教授 大六野 耕 作

授業の概要・到達目標
This course on Comparative Politics taught in English aims to provide students with basic knowledge and skills to understand various political phenomena across the nations from
a comparative perspective. The globalization of the economy has brought unprecedented challenges to every nation. As witnessed not only by academics but also by laypeople
over the past 30 years, it is no longer possible to organize and manage the domestic economy without thinking about globalization, nor is it possible to find solutions to many of the
social problems in each society, if they are not compatible with the dynamics of globalization. A recent event such as the global financial crisis triggered by the failure of Lehman
Brothers, which started the great recession in the United States and worldwide, suffices for explaining the great impact that globalization has brought.
In order to tackle problems arising from the globalization process, we have to have a new framework of knowledge and understanding of the world's current situation. This is why
we need a comparative political study focusing on political, economic, sociological, and historical issues.
What is new about this course is that we use not only a standard textbook （Jeffrey Kopstein and Mark Lichbach, Comparative Politics： Interests, Identities, and Institutions in a
Changing Global Order, (Cambridge： Cambridge University Press, 2014）, but also the "Massively Open Online Courses" （MOOKS). Its purpose is to deepen students'
understanding and enrich the discussion in the classroom.
Participants must present their summary of the chapter or chapters they are assigned within 15 minutes, followed by 15 minutes Q&A session, which paves the way for a fruitful
discussion. Students are encouraged to watch a part of MOOCS to deepen their understanding of a topic they are studying from time to time.

授業内容
Lecture 1 Introduction

How is this course organized?
（a） presentation; （b） discussion, （c） assignments; and （d） MOOCs

Lecture 2 Why do we compare?
Common Dimensions and Particular Dimensions

Lecture 3 Concept Formation： connotations and denotations of concepts
Lecture 4 Types of the State
Lecture 5 Global Context： the meaning of globalization
Lecture 7 Interests, Identities, and Institutions
Lecture 8 Historial Background for Institutional Development
Lecture 9 Japan Ⅰ： How are interests, identities, and institutions organized?
Lecture 10 Japan Ⅱ： How do Japanese Institutions work?
Lecture 11 Japan Ⅲ： Legacies of the Past.
Lecture 12 China Ⅰ： How are interests, identities, and institutions organized?
Lecture 13 China Ⅱ： How do Chinese Institutions work?
Lecture 14 China Ⅲ： Legacies of the Past.
Lecture 15 Russia Ⅰ： How are interests, identities, and institutions organized?
Lecture 16 Russia Ⅱ： How do Chinese Institutions work?
Lecture 17 Russia Ⅲ： Legacies of the Past.
Lecture 18 US Ⅰ： How are interests, identities, and institutions organized?
Lecture 19 US Ⅱ： How do US Institutions work?
Lecture 20 US Ⅲ： Legacies of the Past.
Lecture 21 UK Ⅰ： How are interests, identities, and institutions organized?
Lecture 22 UK Ⅱ： How do UK Institutions work?
Lecture 23 UK Ⅲ： Legacies of the Past.
Lecture 24 EU Ⅰ： How are interests, identities, and institutions organized?
Lecture 25 EU Ⅱ： How do EU Institutions work?
Lecture 26 EU Ⅲ： Legacies of the Past.
Lecture 27 Conclusion I
Lecture 28 Conclusion II

履修の注意点
This course is designed to meet the needs of students planning to study abroad and students who wish to take courses in English. Therefore, this course takes a common course
structure often found in colleges in the US and Europe： a combination of lecture, presentation, and discussion. Each participant is required to make at least two presentations.
Reading assignment in this course is heavier than in other courses taught in Japanese. And most of all, students are expected to participate actively in the discussion section of the
course.

準備学習の内容
I will refer to lectures offered in the MOOCs （Massively Open Online Courses）. You are encouraged to watch those lectures at home to prepare for discussion in the
classroom： the flip classroom.

教科書
Jeffrey Kopstein and Mark Lichbach, Comparative Politics： Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order, (Cambridge： Cambridge University Press), 2014

参考書
BBC Radio, Putin (Accessed on Jan. 5, 2023: https://www.bbc.co.uk/sounds/brand/m0015nfd)

Geo-history, Russia and the Origin of Ukraineh(Accessed on Jan.5, 2023: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GaYvWP0Vn1U)

Kinzer Stephen, The True Flag: Theodore Roosevelt, Mark Twain, and the Birth of American Empire

Nick Bryant, When America Stopped Being Great: A History of the Present (Bloomsbury Continuum) 2021.

Ezra F Vogel, Deng Xiaoping and the Transformation of China (Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press; Reprint) 2023

課題に対するフィードバックの方法
Occasionally I will ask students to write one to three short essays in this course. Students submit them through the Oh-o Meiji System. The feedback on those essays is also sent
back to you through the same system.

成績評価の方法
The Grade is determined as follows: active participation 20%; essays 30%; and final 50%.

その他
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科目ナンバー：（PE）POL311J

比較政治論
4単位

3・4年次

兼任講師 鄭 俊 坤

授業の概要・到達目標
学問の中心にある人間について根本的な問いは、共同体としての国家や社会を理解する上で必要不可欠である。人間についての多様な視点を通じて、「個と全体」の関係に

ついて考えてみる。さらには人間の基本的な営み、また社会を変えていくエネルギーは何かについても考えてみる。変化していく共同体の理解には比較という方法論は有効な
手段と言える。「比較するということがなければ、精神はいかに進むべきかを知らない」。「一つの国についてしか知っていない人は、実はその国についても知っていない」。こ
れは比較方法の重要性について語った A．ド・トックヴィルの言葉である。比較政治学は個別の地域・事例について比較分析という方法を通じて共通性と独自性を確認し、
さらにはそれが何故生じるのかについて理解していく知的作業である。

比較政治学は世界中のあらゆる政治システムを研究の対象とし、また多様な分野を扱う政治学の中でも最も刺激的な分野の一つである。特に、現在も変化しつつある最新の
事例や海外の政治に対する深い理解も求められる。本講義では、比較政治の主題、対象、方法論について理解し、さらに代表的なテーマや理論などを取り上げ、比較政治学の
主な流れと時代背景について明らかにしていく。

比較政治学の概論的・方法論的理解を土台にして、戦後における比較政治学の主要テーマについて、世界各国での情報を利用しながら、実際の政治が国や地域ごとに異なっ
ている原因について突き止める。例えば、1990年以後のグローバル化と情報化の進展によって、複雑に展開していく地球規模での諸変化とともに、国家、市場、市民社会との
関係や役割の変化は民主政治のみならず、共同体のあり方についても大きな影響を与えている。今年度は、国家・民族を越えた地域統合への動きとして、EU とアジア共同体
などに注目しながら、国民国家を越えて新しいグローバル共同体への可能性について考えてみる。

さらに、今の社会はどこへ向かおうとしているのか？その力は何なのか？そしてどのような問題が現れているのか？このような根本的なテーマについて身近なところからそ
の手掛かりを見つけて皆で考えてみる。

授業内容
1. イントロダクション──本講義について
2. 人間の歴史と共同体

1) 人間の歴史
2) 人間と言葉
3) 空間・時間・人間について
4)共同体について

3. 現代政治社会の理解
1)近代国民国家の形成20世紀から現在に至るまでの主要変化
2) 20世紀から現在に至るまでの主要変化
3)国民国家の変容
4) 現代の政治を見る眼
5)デモクラシーのジレンマについて

4. 比較政治とは何か
1) 比較政治の概念と主題
2) 比較政治の方法と対象
3) 比較政治学の発展と変化

5. 主要理論および事例分析
1) 戦後政治の理解と比較政治学
2) 戦後政治学の流れ
3) 政治文化について
4) 政治文化論的アプローチの事例研究1
5) 政治文化論的アプローチの事例研究2
6) グローバル化と政治変動
7) 新しいテクノロジーの登場と社会変化

6．国民国家を越えた新しい変化
1) 国民国家の変化とその限界について
2) 地域統合と市民社会の役割
3) 地域統合と国民国家の変容
4) 新しい共同体に向かって
5) 新しい共同体の必要性と阻害要因

7．今後の国家のあり方について
1) 国家・市場・市民社会の関係変化
2) どのような共同体を目指すのか
3) 世界はどこへ向かおうとしているのか
4) まとめ
以上のテーマを中心に講義を進めていく。

履修の注意点
関連科目を履修し、現代社会に対する問題意識をもって受講することが望ましい。

準備学習の内容
関連科目を履修し、現代社会に対する問題意識をもって受講することが望ましい。

教科書
特に指定しない。

参考書
必要な参考文献については講義に合わせてその都度紹介する。まずは、次の文献を参照していただきたい。

『グローバル・ポリティクス』E・ルアード、人間の科学社。『比較政治学の新動向』H・ウィーアルダ、東新堂。『政治学』久米郁男他、有斐閣。『国家と個人』田中浩、岩
波書店。『東アジア共同体』谷口誠、岩波書店。『ナショナリティについて』デイヴィド・ミラー、風行社。『民族という虚構』小坂井敏晶, 東京大学出版会。『アジア共同体の
創成に向かって』佐藤洋治・鄭俊坤編著、芦書房。『アジアの地域統合を考える』羽場久美子編著、明石書店。『サピエンス全史』(上・下)ユヴァル・ノア・ハラリ, 河出書房
新社。『最強国の条件』エイミー・チュア, 講談社。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
期末テストおよび平常点（出席はもとより、発表や授業への貢献度等）

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）POL331J

比較政治論（東アジア）
4単位

3・4年次

教授 堀 金 由 美

授業の概要・到達目標
「実験」による理論・仮説の検証が難しい政治学の世界において、「比較」という方法は、理論化・モデル化のための極めて重要なツールである。研究・観察の目的が、一般化（理論化・モデル

化）ではなく、単にひとつの事象を理解しようとする場合にも、一見不要とも思われる他との「比較」という作業は、実はそのひとつの事象の理解を飛躍的に深めてくれる可能性を持っている。
そこで本講義では、この「比較」というツールを手に、東アジア（東南アジアを含む）の政治を眺めてみたい。日本をも含むこの地域は、kかつて世界銀行による「東アジアの奇跡」という表現

に象徴されたように、戦後の国際政治経済のなかで、注目に値するめざましい発展をとげ、今や、世界経済を牽引する「コア」として、さらなるダイナミックな成長を続けている。この発展の軌
跡を、開発（経済発展）と民主化という戦後世界の2つのキーワードを中心的切り口として概観し、「比較」することとする。最終的にひとつの「東アジア政治経済モデル」の構築を目指すか、あ
るいは比較に基づいたより強固な「韓国型」「インドネシア型」政治経済モデルへと向かうのか、それは参加者各自の興味と意思とにまかせることとしたいが、いずれにせよ、この作業を通して得
られた知識と経験・視点は、履修者が後に他地域の政治を見る際にも有益なものとなるとともに、東アジア地域の政治経済を理解するにあたっての有用な知識のベースを形成することとなろう。

なお、上記テーマに加え、いわゆる歴史認識問題や朝鮮半島情勢、あるいはアジア（インド）太平洋の経済統合に向けた動きなど、今日のアジアと日本との関係を考える際に重要ないくつかの
トピックについても、適宜考える機会を取り入れることとしたい。

授業内容
［1］総論
第1回：イントロダクション：東アジアの政治を見る目－「東アジア｝とは？なぜ「東アジア」を学ぶのか？日本とアジアの関係を考える
第2回：東アジアの政治・社会の多様性と『東アジアの奇跡』
第3回：方法論：政治を「比較」するとは？社会科学としての政治学およびその一領域としての比較政治学
第4回：開発過程を理解するためのアプローチ：ポリティカル・エコノミー
第5回：歴史的背景（1）産業革命と植民地支配の歴史
第6回：歴史的背景（2）冷戦
第7回：途上国の経済社会開発に関する既存の理論（1）近代化論、発展段階説
第8回：途上国の経済社会開発に関する既存の理論（2）従属論
第9回：戦後東アジアの政治経済を見る理論：ジョンソンの日本モデルと開発主義国家
第10回：戦後東アジアの政治経済を見る理論：ジョンソンの日本モデルその2
第11回：ジョンソンモデルの東アジアへの応用
第12回：開発主義モデルの発展（1）ハガードのポリティカル・エコノミー
第13回：開発主義モデルの発展（2）エバンスの略奪国家と開発主義国家、コーリのモデル
第14回：戦後社会科学の理論的発展と開発主義国家論の位置づけ、まとめ
第15回：民主主義の理論：ダールの『ポリアーキー』
第16回：20世紀後半の民主化：ハンティントンの『第三の波』
第17回：第一部で学んだ理論の復習─東アジアの開発主義モデル

［2］各論：戦後東アジア諸国の開発と政治、民主化
第18回：朝鮮半島の政治と日本のかかわり
第19回：朝鮮半島の分断とその後、北朝鮮の核開発問題
第20回：ケース（1）韓国：開発主義韓国のポリティカル・エコノミー（その1．歴史的背景と制度、環境）
第21回：ケース（1）韓国：開発主義韓国のポリティカル・エコノミー（その2．民主化と先進国化）
第22回：ケース（1）韓国：理論モデルと歴史の再検討）
第23回：ケース（2）台湾：第二のモデル（その1．歴史的背景と中台関係）
第24回：ケース（2）台湾：第二のモデル（その2．韓国との比較）
第25回：ケース（3）東南アジア諸国の開発主義（その1．シンガポール、マレーシア）
第26回：ケース（3）東南アジア諸国の開発主義（その2．インドネシア、タイ、そして「奇跡」から外れたフィリピン）
第27回：まとめ（1）東アジアの開発と政治・民主化、「奇跡」以外の国々
第28回：まとめ（2）モデル化の可能性と現代性、他地域への応用

履修の注意点
経済政策は、先進国・途上国の別にかかわらず、いかなる国においても現代政治における最大の争点のひとつである。経済政策の政治的意味を理解するには、まず、その政策の経済的意味がわ

からねばならない。そこで、本講義のみならず、現代社会をよりよく理解する術として、別途経済学の基礎知識（特にマクロ経済学や貿易・産業政策に関する知識）を身につけるよう、何らかの
形で努力してほしい。本講義についても、経済学の基礎知識がある方が、より理解が深まるであろう。

また、同じく「現代」に対する理解を促進するため、歴史、特に近代以降の世界史、東アジア史、日本史を各自が復習しなおすことを期待したい。現代を理解するために歴史は必須である。
なお、前半で学ぶモデルと後半の実証、すなわち現実に照らしたモデルの再検討は、切り離しがたい密接な関係を有する一連の知的作業をなす。モデルへの理解なくして比較の作業は意味をな

さないので、万一、講義に出席できない事情がある場合には、Oh-o!Meiji 上にアップする授業資料などを参照の上、必ず自己の責任においてその内容をフォローしてほしい。

準備学習の内容
理解を助けるための開講前の準備としては、参考文献の欄に記載の『アジア政治を見る眼』を読んでおくことが望まれる。その他の参考文献については、本シラバス記載のもの以外も含め、講義
の進捗に合わせて随時紹介するので、積極的に参照してほしい。「知りたいこと」について検索して調べることと、本を読んで学習することは同じではない。思考力・議論や文章の組み立て方を学
ぶためには、多くの本や論文を読むことを強く推奨しておきたい。
毎回の準備については、毎回、授業で用いるパワーポイントのファイルを事前にOh-o! Meijiにアップしておくので、それをダウンロード・プリントして目を通した上で授業に参加すること。ま
た、随時関連参考書を紹介するので、復習およびさらなる視野の拡大のため、ぜひ、参照してほしい。いつくかの重要参考書については、選択制のレポート課題図書として指定するので、積極的
に取り組んでもらいたい。

教科書
特に指定なし。

参考書
『アジア政治とは何か－開発・民主化・民主主義再考』岩崎育夫、中央公論社 2009年
『アジア政治を見る眼－開発独裁から市民社会へ』岩崎育夫、中公新書 2001年

『20世紀システム 4．開発主義』、東京大学社会科学研究所編、東京大学出版会 1998年
『アジア政治読本』、佐藤宏・岩崎育夫（編著）、東洋経済新報社 1998年
『アジア経済論 新版』、原洋之介（編）、NTT 出版 2001年
『新興アジア経済論－キャッチアップを超えて』、末廣昭、岩波書店 2014年
『第三の波－20世紀後半の民主化』、S．P．ハンチントン、三嶺書房 1995年
『アジアの政治経済・入門 新版』、片山裕・大西裕（編）、有斐閣ブックス 2010年
『東アジアの開発経済学』、大野健一・桜井宏二郎、有斐閣アルマ 1997年
なお、この他にも、授業において各回の内容に応じた参考文献を紹介するので、各自の興味に応じて積極的に参照の上、興味・視野を広げていただきたい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
原則として、平常点（積極的参加と授業への貢献度）50％、および中間レポート20％、期末レポート30％を目安とし、総合的に評価する。ただし、選択制の課題レポートに取り組む等、特に積

極的な参加については、加点の対象とする。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）POL391J

計量政治学
2単位

3・4年次

教授 井 田 正 道

授業の概要・到達目標
現代社会、現代政治を理解するためには、データの分析は不可欠で
ある。この授業では、現代の政治と社会を理解するために、まず、
統計調査の歴史、世論調査の技法、そしてデータの見方について講
義する。デモクラシーにおいては国民に主権があり、それゆえ、世
論の研究は必要不可欠である。そこで、次に、日本における有権者
政治の展開について個々の事例を取り上げて考える。受講者は、こ
の授業から、政治の数量アプローチの基礎的理解とその意義につい
て考える力を身につけてほしい。

授業内容
第1回目 a. イントロダクション
第2回目 政治学の科学化と数量化
第3回目 世論調査の技法
第4回目 統計解析の手法（1）
第5回目 統計解析の手法（2）
第6回目 投票行動論（1）
第7回目 投票行動論（2）
第8回目 先進民主主義諸国における「政党─有権者」関係の分析
第9回目 集計データを用いた選挙分析
第10回目 個票データを用いた政治意識分析（1）
第11回目 個票データを用いた政治意識分析（2）
第12回目 若者の投票参加に関する計量分析
第13回目 若者の政治意識に関する計量分析
第14回目 まとめ

履修の注意点
政治現象を学問的に見ることと、ジャーナリスティックに見ること
の違いを理解すること。

準備学習の内容
しっかりと復習をすること。

教科書
特になし

参考書
井田正道『政治・社会意識の現在』北樹出版

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
レポート（30%）
定期試験（70%）

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）POL331J

政治行動論
2単位

3・4年次

教授 井 田 正 道

授業の概要・到達目標
この授業では、主として、現代日本人の政治意識、とりわけ、世論
の変化に焦点を当て、その変化が、選挙過程・政治リーダーの選出
過程に、そして政策決定過程にどのような影響を及ぼしたかについ
て考える。議会制デモクラシーのもとでは、世論や有権者の投票行
動の重要性の高さはいうまでもなく、現代政治学では、それらの研
究は政策決定過程の分析と同様に重視されてきた。ここでは、これ
までに蓄積されてきた知見を整理し、今後の展望にも言及する。ま
た、この分野でもっとも研究蓄積の多いアメリカ政治についても言
及する。2022年11月にはアメリカ中間選挙が実施されることから、
中間選挙に関する基礎知識や情勢についても逐次講義する。受講者
は、この授業から、政治行動の基礎的理解とその意義について考え
る力を身につけてほしい。

授業内容
第1回目 a. イントロダクション
第2回目 政治行動論の展開
第3回目 世論調査の展開）
第4回目 政治的態度（1）
第5回目 政治的態度（2）
第6回目 選挙制度
第7回目 投票参加
第8回目 アメリカ人の投票行動
第9回目 日本人の投票行動
第10回目 政党支持基盤の変容
第11回目 政治と文化
第12回目 18歳選挙権導入の影響
第13回目 若者の政治意識
第14回目 まとめ

履修の注意点
政治現象を学問的に見ることと、ジャーナリスティックに見ること
の違いを理解すること。

準備学習の内容
復習をしっかりすること。

教科書
『日本政治の展開』 井田正道 北樹出版 2018年

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
レポート（30%）
定期試験（70%）

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）POL331J

国際関係史
4単位

3・4年次

兼任講師 小 林 弘 幸

授業の概要・到達目標
本講義では国と国、あるいは国際機関や様々な個人などが国境を越えて織り成す関係、いわゆる「国際関係」の過去から今日に至るまでの

歴史について学ぶ。もっとも、長きにわたるその歴史の全てを半期の講義で扱うことは難しいため、20世紀以降の歴史が中心となる。テーマ
の中心となるのは「戦争」と「平和」である。私たちがいま生きる世界は、どのようにして作り上げられ、そしてどこへ向かうのか。それに
ついて考えるための基礎的な知識と視点を提示する。
国際関係の歴史に関する基本的な知識を身につけるとともに、現代の世界と自らが生活する社会について自分なりに考えるための視点を養う
ことを到達目標とする。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 「歴史を学ぶ」とはどういうことか？
第3回目 西欧国家体系の誕生
第4回目 18世紀ヨーロッパと「勢力均衡」
第5回目 フランス革命とナポレオンの時代
第6回目 「ウィーン体制」という秩序
第7回目 ビスマルク外交
第8回目 第一次世界大戦への道
第9回目 第一次世界大戦
第10回目 ヴェルサイユ体制
第11回目 危機の時代と「宥和政策」
第12回目 第二次世界大戦（1）欧州戦線
第13回目 第二次世界大戦（2）アジア・太平洋戦争
第14回目 終戦と「戦後秩序」の胎動
第15回目 「戦後秩序」の作られ方
第16回目 「冷戦」とは何か？
第17回目 「戦後ヨーロッパ」の胎動と「封じ込め」
第18回目 「冷戦」の始まり
第19回目 「分断国家」ドイツ
第20回目 「欧州統合」というプロジェクト（1）「統合」はいかに始まったか
第21回目 「欧州統合」というプロジェクト（2）「統合」の
第22回目 冷戦の激化とその頂点「キューバ危機」
第23回目 「デタント」とその時代
第24回目 もう一つの「デタント」－ヨーロッパデタント－
第25回目 冷戦期の日本とアジア
第26回目 冷戦の終焉とその後 －何が変わって何が変わらないのか？－
第27回目 21世紀の国際関係はどこに向かうのか
第28回目 まとめと総括

履修の注意点
上記授業内容は変更があり得るので、講義を履修する予定の学生は、必ず第1回のガイダンスに出席すること。ガイダンスにて詳しい講義予
定、成績評価法等を説明する。

準備学習の内容
毎回配布する資料や紹介する文献に目を通し、その内容をしっかり理解すること。

教科書
特に指定しない。

参考書
・細谷雄一『国際秩序─18世紀ヨーロッパから21世紀アジアへ』（中央公論社、2012年）
・小川浩之他編著『国際政治史─主権国家体系のあゆみ』（有斐閣、2018年）

課題に対するフィードバックの方法
リアクション・ペーパーについて、毎回の授業内で解説する。

成績評価の方法
リアクション・ペーパー（45％）、期末レポート（55％）。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）POL331J

アジア政治論
2単位

3・4年次

兼任講師 平 川 幸 子

授業の概要・到達目標
「台湾海峡の平和と安定」は、日本の外交安全保障政策はもちろん、
米中関係やインド太平洋地域の国際政治を理解する上でのキーワー
ドである。このテーマに対し、毎回の授業で、1）近代からの歴史
的背景の知識習得、2）変動する台湾社会への専門的理解、3）中
国・米国・日本との関係、及び国際社会における台湾に関する考
察、などを行う。到達目標は、歴史的、理論的な学問的理解に加え
て、時事的な内容も多く取り入れて最新情勢を分析できる観察眼を
養うことである。

授業内容
第1回目：aのみ：イントロダクション（台湾を国際関係学の視点

から研究する意義）、
第2回目：日清戦争と日本の台湾統治
第3回目：第二次世界大戦時の台湾
第4回目：中国内戦（国民党と共産党）
第5回目：国民党の敗北と台湾への退却
第6回目：冷戦下での「二つの中国」問題
第7回目：1970-1990年代の台湾
第8回目：a 中間試験 b 試験の解説
第9回目：李登輝時代の台湾
第10回目：陳水扁時代の台湾
第11回目：馬英九時代の台湾
第12回目：蔡英文時代の台湾
第13回目：グローバル社会と台湾
第14回目：a期末試験 b 試験の解説

履修の注意点
発表や討論、質問など主体的参加を求める。強い関心があれば国

際関係の初学者の履修も歓迎。

準備学習の内容
毎回の授業で指定された文献を事前に読んだ上で参加すること。

ミニ課題による復習も行う。

教科書
『新中国論』野島剛（平凡社）2022年

参考書
『台湾を知るための72章』赤松美和子、若松大祐編著（明石書店）
2022年

『台湾とは何か』野島剛（筑摩書房）2016年

課題に対するフィードバックの方法
ミニ課題の解説は毎回の授業内。中間試験、期末試験の解説は、

それぞれbモジュールで行う。

成績評価の方法
中間試験 30% 、期末試験40％、
授業貢献（ミニ課題、発表、討論）30％

その他

科目ナンバー：（PE）POL331J

ラテンアメリカ政治論
2単位

3・4年次

兼任講師 舛 方 周一郎

授業の概要・到達目標
激動のラテンアメリカで、いま、何が、なぜ、どのように、起こっ
ているのか。ラテンアメリカは、国際政治学では周辺の地域に位置
づけられてきた。しかし同時に、この地域は長らく、経済発展・民
主化・紛争・社会運動など、普遍的な政治現象を理解するための実
験場であった。ラテンアメリカが直面してきた課題は、現在のアジ
ア・アフリカ・中東諸国が直面する課題でもある。
本講義では、世界の中でのラテンアメリカ政治に焦点を当てなが
ら、ラテンアメリカの歴史的背景と政治体制の基本構造を理解する
ことで、現代に通じる複雑な政治社会構造と同地域が世界に放つ多
様性を解明することを目指す。

授業内容
第1回目 ラテンアメリカ政治の全体像
第2回目 独立前のラテンアメリカ
第3回目 独立直後の国家形成
第4回目 ポピュリズムの時代へ
第5回目 ポピュリズムの政治
第6回目 軍による政治支配
第7回目 軍事政権の多様性（1）
第8回目 軍事政権の多様性（2）
第9回目 映像資料
第10回目 民政移管の実現 南米
第11回目 民政移管の実現 中米
第12回目 新自由主義改革
第13回目 左傾化
第14回目 21世紀のラテンアメリカ政治

履修の注意点
講義はパワーポイントと映像資料等を使用して行われる。パワーポ
イントの内容と補足資料は、各自がプリントアウトして授業に持参
すること。また、講義終了時に、毎回リアクションペーパーへの記
入と提出を求める。

準備学習の内容
講義は、ラテンアメリカ政治の初学者を対象とするが、政治学の基
礎的な知識を備えていることが望ましい。また毎回、教科書にはあ
らかじめ目を通しておくこと。

教科書
舛方周一郎・宮地隆廣『世界の中のラテンアメリカ政治』東京外国
語大学出版会。初回の講義で毎回の授業内容と関連した基礎的な文
献や資料を紹介する。

参考書
初回の講義で、参考文献リストを配布する。特には、畑惠子・浦部
浩之編『ラテンアメリカ 地球規模課題の実践』新評論を推薦する。

課題に対するフィードバックの方法
Oh！Meijiを活用して希望者には課題にコメントをつけてフォード
バックする。

成績評価の方法
リアクションペーパー（20％）、レポート（30％）、期末試験

（50％）

その他
日ごろから、国内外の新聞記事（特に政治欄・国際欄と個人的に関
心のある話題）を読む習慣をつけましょう。
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科目ナンバー：（PE）POL331J

アフリカ政治論
2単位

3・4年次

兼任講師 佐 藤 光

授業の概要・到達目標
日本においてアフリカは遠い地域であるが、近年、外交的のみなら
ず、ビジネスの点からも重要な地域となっている。およそ12億人が
暮らすアフリカは、著しい経済成長によって光り輝いている一方、
紛争や貧困など多くの問題も残されている。

本授業では、サハラ以南アフリカ地域における政治現象を理解す
るため、まず歴史的な背景を概観し、その後民主化や貧困、国際社
会との関係などの問題について適宜事例を紹介しながら検討する。
最終的には、「アフリカの抱える政治状況や問題がどのような特徴
を持つのか」、「問題を解決するために何が必要であるのか」などに
ついて、自ら考察する能力を身につけることを目標とする。

授業内容
第1回目 a:イントロダクション、b:アフリカの歴史(1)：アフリ

カ分割と植民地支配
第2回目 アフリカの歴史(2)：独立と国家建設
第3回目 アフリカの歴史(3)：権威主義体制
第4回目 アフリカの歴史(4)：経済危機と構造調整
第5回目 アフリカの民主化(1)：民主化の条件・類型・特徴
第6回目 アフリカの民主化(2)：市民社会とその役割
第7回目 アフリカの民主化(3)：民主主義の持続・後退
第8回目 アフリカと紛争(1)：民族と国家
第9回目 アフリカと紛争(2)：平和構築
第10回目 アフリカと貧困(1)：貧困と開発
第11回目 アフリカと貧困(2)：社会保障①
第12回目 アフリカと貧困(3)：社会保障②
第13回目 アフリカと国際社会(1)：移民・難民
第14回目 a:アフリカと国際社会(2)：アフリカと日本, b:授業全体

のまとめ

履修の注意点
授業内容は、履修する学生の政治学や国際関係論、アフリカ政治な
どに関する知識や理解度を踏まえ調整する。この授業を通じて、ア
フリカの抱える課題への理解を深めるためにも、積極的に考える姿
勢をもって履修してもらいたい。

準備学習の内容
授業前までに資料を配布するので、資料に目を通すこと。また併せ
て、関連する図書等の該当箇所を読むこと。

教科書
特に定めない。授業ごとに資料を配布する。

参考書
特に定めない。テーマが多岐にわたるため、参考文献については授
業ごとに随時提示する。

課題に対するフィードバックの方法
リアクションペーパーの内容（質問等）については、翌授業の際に
説明する。

成績評価の方法
毎授業終了時のリアクションペーパーの提出・内容（40％）、定期
試験（60％）により総合的に評価する。

その他
授業の配布資料は、事前に Oh-o! Meijiに上げる予定である。必要
な場合は、各自が印刷して授業に出席すること。
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科目ナンバー：（PE）POL331J

ロシア政治論
2単位

3・4年次

教授 外 池 力

授業の概要・到達目標
教育目標は、以下の三つを身につけることです。

1 知的誠実さ
2 健全な批判精神
3 許す勇気
ソ連は既に歴史となり、ロシア史のなかの一つの時代を指し示すにすぎないと言われるようになった。しかし、現在のロ
シア・東欧の政治を考えるだけでなく、現代世界の政治経済、歴史、思想を考えていくうえで、社会主義、革命、計画経
済、スターリン主義、収容所、全体主義、そしてそれらに対する反発と超克への努力と挫折などのテーマを考察すること
は重要である。「誤った倫理は、搾取工場や強制収容所や死の行進へ向かうための、欠かせない一歩なのだ。」（サイモ
ン・ブラックバーン）という言葉が示すように、より良き社会の構築を目指した人々が手にした政治体制が、あまりに

「野蛮」なものだったというプロセスについては、まさに思考の糧といえる題材である。また日本において、ソ連をモデ
ルにした革命が挫折した歴史についても、「蟹工船」などプロレタリア文学、転向、党派間の闘争、などのテーマを通し
て、なぜ、「戦争と人権抑圧」を防ぐことがことができなかったのかについても検討する。また同時に、現代のロシアの
政治についても、その制度や政治文化、また人権問題などを通じて、考察を進める。
また中国のスターリン主義ともいえる毛沢東主義についても、その特性を検討し、現代に通じる20世紀の革命の政治史に

ついても考える。
具体的な到達目標としては、冷戦崩壊後、直接的には理解がしにくくなった革命、社会主義、ソ連などへの理想化とその

挫折について、20世紀の政治史、思想史を読み解くためだけでなく、現在の政治、社会を考えるためにも有効な視座を得る
ことにある。また、数回課すレポートと試験などを通じて、自分の独自の意見を表現できるようにする。

授業内容
講義は次のような順序で行われる予定である。

（1） 問題意識の設定、資料の収集と研究方法
図書館や図書検索の使い方の簡単なおさらいと神保町古本街の歴史と巡り方（安く本を手に入れる方法）などを教える。

（2） 社会主義、そしてソビエト・ロシアを考える
ソ連崩壊から約20年経ち、20世紀の歴史、政治、思想を理解する重要なファクターである「社会主義国」の意味や実態に

ついて理解するのが困難になっているともいえる。そこで現在的視点から社会主義を多角的に概観する。
（3） ソ連の崩壊と現代ロシア政治

ソ連体制のどこに問題があったかを考え、現在のロシア政治の特徴を考察する。
（4） ソ連・ロシアの人権問題

ソ連時代と現代ロシアの人権問題などを題材に、ロシアの政治体制について考える。
（5） ロシア革命とその影響

ロシア革命が世界各国の政治、経済、文化に与えた影響は多大なものがあり、これをめぐる論争を紹介し、現代に通じる
問題提起をする。

（6） 収容所問題
ソ連における強制収容所の歴史とメカニズムを考察する。ソ連における強制収容所についての研究を紹介し、現代への含

意を思想的な視点をまじえて論じる。
（7） 芸術と政治（1）

ソ連の文学運動と「蟹工船」に代表される日本の戦前のプロレタリア文学運動の連関を事例にしながら、全体主義体制下
の芸術やロシア革命・ソ連が日本の思想に与えた影響について考える。

（8） 芸術と政治（2）
ソ連の文学運動と日本の戦前のプロレタリア文学運動の連関を事例にしながら、「転向」や「政治と文学」の問題を視野

に入れる。
（9） ソルジェニーツィンと『収容所群島』

ソルジェニーツィンの『収容所群島』が世界に与えたインパクトやその意義を考えることで、体制と人間について考え
る。サルトル・カミュ論争などを通じて政治とテロル（政治的暴力）についても考える

（10） スターリン主義の考察
スターリンとスターリン主義について、歴史家の議論だけでなく、さまざまな思想家の見解を検討しながら、そのメカニ

ズムを考える。
（11） 全体主義論について

全体主義論とその応用、全体主義概念の有効性ついて検証する。また毛沢東主義について考察し、現代史における革命を
考察する。

（12） 独裁体制下の民衆
これまでの議論を援用しながら、独裁下の民衆の生活や心理を考え、独裁体制のメカニズムを論じる。独裁体制に普通の

人々はいかに関わったのか、という問題を通して、政治体制と市民の関わり考える。
（13）「普通の人々」

独裁体制を支えていたのは異常な人々ではなく、むしろ「普通の人々」であることを、ナチズムやスターリン主義の研究
成果なども援用しながら、考察する。

（14） まとめ、総括

履修の注意点
自らが問題意識を持ち研究を進めていくことが重要であるから、関心のあるテーマを定め、図書館と神田本の街を使いこな
せるようになること
授業中に、プリントを授業の進行よりも少し早めに配布するので、予習・復習に利用すること。また神保町古書店に行っ
て、古書店 MAP を手に入れワンコインで本をともかく買ってみること。

準備学習の内容
各授業でプリントを幾つか配布するが、次の週の内容まで配布することが多いので、熟読しておくこと。またプリントの量
が多いので、すべてを授業中に読めないので、未読の部分についても、熟読しておくこと。

教科書
なし

参考書
ソルジェニーツィン『収容所群島』1～6巻、新潮文庫、
トドロフ『極限に面して』法大出版会、
ボッファ『スターリン主義とはなにか』大月書店、
ギル『スターリニズム』岩波書店、
ゲッティ『大粛清への道:ソ連極秘資料集』大月書店、
マンデリシターム『流刑の詩人マンデリシターム』新潮社、
松本健一編『詳解現代論争事典』流動出版、
アプルボーム『グラーグ』白水社、
富田武『シベリア抑留：スターリン独裁下、「収容所群島」の実像』中央公論新社
吉本隆明『マチウ書試論・転向論』講談社文芸文庫、
ブラウニング『普通の人々』筑摩書房、
ファイジズ『囁きと密告』白水社、
ネイマーク『スターリンのジェノサイド』みすず書房
トラヴェルソ『全体主義』平凡社
張博樹『新全体主義の思想史』白水社
国会図書館電子図書館
http://www.ndl.go.jp/jp/service/online_service.html
CiNii大学図書館の本を探す
http://ci.nii.ac.jp/books/?l=ja

「本の街」神田神保町オフィシャルサイト
http://jimbou.info
ソ連時代のテロルの犠牲者のデータベース
http://lists.memo.ru/index.htm
シベリア抑留者犠牲者データベース
http://yokuryu.world.coocan.jp/meibo2.html

課題に対するフィードバックの方法
優秀なレポートについては、授業内で紹介する予定である

成績評価の方法
年3回のレポート（必修）（30%）と試験（70%）で評価する

その他
レポート等でコピーペーストは厳禁、レポートの提出期限は3回とも守ること

科目ナンバー：（PE）SOC311J

東欧政治論
2単位

3・4年次

教授 外 池 力

授業の概要・到達目標
私の教育目標は、以下の三つを身につけることです。

1 知的誠実さ
2 健全な批判精神
3 許す勇気
ロシア・東欧地域の政治に関して、これらの地域の各国の特色を踏まえながら、
人権やナショナリズムなどを軸にして考える。ウクライナ侵攻にみられるような
ロシアの大国主義を、周辺諸国との政治と関連づけながら論じていく。また特に
EU 加盟やエネルギー問題など現在ロシアと東欧諸国の関係で重要になっている諸
点を考察する。またこの地域の人権問題に絡めて、社会運動についても紹介する。
またソ連崩壊後多発した民族紛争について、これらの地域の民族の多様性を踏ま

えながら、各国のナショナリズムや民族紛争なども含め幾つかのケースを取り上げ
ながら、様々なナショナリズムに関する理論を検討する。その際に、ナショナリズ
ムの理論や思想についての考察を読み解く作業も行う。

社会主義とナショナリズムについても、インターナショナリズムと関連性に焦点
をあてて考察する。この地域の様々な民族紛争や反ユダヤ主義の問題をポグロムや
ホロコーストの実態や原因を探ることによって考察する。また現在、この地域で強
まっている極右勢力についても考察する。

ナショナリズムは、どの国も自国の特殊性、優位性を主張するが、比較すれば、
その本質的構造は同様であり、ナショナリズムの過度の強調は問題があることを気
づくことと同時に、他国や過去の民族紛争や民族差別の経験の反省が、現在の自分
たちにも生かすことができるということを学び、健全な批判精神を身につける。被
害者意識が攻撃性を生むことや「わかりやすい説明」の危険などの普遍的テーマに
ついても考察する。

授業内容
講義は次のような順序で行われる予定である。

（1） はじめに:本授業の進め方、評価方法、概要など
（2） 東欧の政治;歴史と文化
（3） 東欧の政治;CIS 諸国も含めその政治問題の概観
（4） ロシア・東欧のナショナリズム、民族問題
（5） ナショナリズム、民族問題についての理論や思想
（6）「幻想の共同体」、「共同幻想論」などの検討
（7） 日本のナショナリズムについて
（8） 社会主義とナショナリズム:インターナショナリズムについて
（9） ロシア・東欧の反ユダヤ主義について（ポグロムの歴史と構造）
（10） ロシア・東欧の反ユダヤ主義について（ホロコーストの考察）
（11） 日本における反ユダヤ主義
（12） ソ連における反ユダヤ主義（内戦のポグロムから出国問題まで）
（13） 被害者意識と攻撃性
（14） まとめ・総括

履修の注意点
自らが問題意識を持ち研究を進めていくことが重要であるから、関心のあるテーマ
を定め、図書館と神田本の街を使いこなせるようになること
また課題のレポート等では、自分の考えと文献の引用箇所をはっきり区別すること。

準備学習の内容
プリントが事前に授業の進行より早めに配るので、予習・復習に利用すること。

教科書
なし

参考書
ジマー『ナショナリズム』岩波書店、
アンダーソン『想像の共同体』リブロポート、
吉本隆明「日本のナショナリズム」同編『ナショナリズム』筑摩書房、
デーヴィス『ナショナリズムと社会主義』岩波書店、
ポロンスキ『小独裁者たち』法大出版会、
アニコー『ロシア、中・東欧ユダヤ民族史』彩流社
アレイヘム『屋根の上のバイオリン弾き』早川書房、
ヴィーゼル『沈黙のユダヤ人』白水社、
ギテルマン『葛藤の一世紀』サイマル出版会、
グロス『アウシュヴィッツ後の反ユダヤ主義』白水社、
スナイダー『ブラッドランド』（上）（下）筑摩書房
スナイダー『ブラックアース』（上）（下）慶応大学出版会
野村真理『ガリツィアのユダヤ人』人文書院
国会図書館電子図書館
http://www.ndl.go.jp/jp/service/online_service.html#denshi
国会図書館デジタルコレクション
http://dl.ndl.go.jp/

「本の街」神田神保町オフィシャルサイト
http://jimbou.info
ホロコーストの犠牲者データベース
https://yvng.yadvashem.org/

課題に対するフィードバックの方法
優秀なレポートについては、授業中に取り上げる。

成績評価の方法
年3回のレポート（必修）（30%）と試験（70%）で評価する。

その他
レポート等でコピーペーストは厳禁、3回のレポートの提出期限を守ること
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科目ナンバー：（PE）SOC311J

現代社会学Ａ【2022年度以降入学者】
現代社会学【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 石 川 雅 信

授業の概要・到達目標
本講義では複雑に変化し、多様化する現代社会の諸相を社会学の視点から分析する。社
会学の研究対象は極めて広く、社会現象のほとんどすべてが研究対象になる可能性がある
といって過言ではないが、ここでは下記の「授業内容」に示した項目について、具体的な
事例をとりあげながら考察する。到達目標は現実に起こる社会現象を社会学的な概念、理
論を介して解釈する方法を習得し、社会学の研究方法、思考方法の特質を理解することに
ある。

授業内容
第1回 社会学とは─コント、実証主義、社会進化論、文明の三段階説、社会有機体説
第2回 社会・集団・関係─ゲマインシャフト、コミュニティ、第一次集団、大衆、群

衆、公衆
第3回 社会学の確立─デュルケーム、ヴェーバー、社会学主義、社会的事実、理解社会

学、社会的行為
第4回 社会理論の展開a─パーソンズ、機能主義、AGIL図式、二重リーダーシップ論
第5回 社会理論の展開b─マートン、順機能、逆機能、顕在的機能、潜在的機能、中範

囲の理論、アノミー、準拠集団
第6回 社会調査法の進展a─定量分析、定性分析、マリノフスキー、参与観察法、『サン

ダカン八番娼館』、調査倫理
第7回 社会調査法の進展b─ホーソン実験、シカゴ学派、柳田国男、宮本常一、『ルポ

精神病院』、『自動車絶望工場』
第8回 社会制度としての家族・婚姻─家族機能、嫡出の原理、世帯、家庭、親族、家族

史
第9回 家族・婚姻の多様性─単婚家族、複婚家族、夫方居住、妻方居住、新居住、同類

婚、上昇婚、同性婚
第10回 人格発達と家族─社会化、「野生児」、発達課題、新潟児童監禁事件、ジーニー、

フロイト、エリクソン、アイデンティティ
第11回 家族の変化─家族機能の縮小、外部化、事実婚、パラサイトシングル、家族難民
第12回 婚姻の変化─晩婚・非婚化、少子化、ライフスタイルの多様化、ロマンティック

ラブ、恋愛結婚至上主義、「婚活」、夫婦別姓
第13回 危険な場所としての家族─親密性、「家庭内暴力」、児童虐待、ドメスティックバ

イオレンス、高齢者虐待、加害者の治療
第14回 フェミニズムの登場─第2期フェミニズム、女性学、『第二の性』、『女性の神話』
第15回 ジェンダー研究の成立─性の多様性、LGBT、SOGI、性の二重基準、貧困の女

性化、ジェンダーフリー
第16回 学校社会─メリトクラシー、脱学校社会、イリイチ、フリースクール、「平凡教

育」、「非凡教育」
第17回 職業生活と「会社」─日本型雇用慣行の変化、企業コミットメント、過労死、学

卒一括採用、リストラ、働き方改革
第18回 格差の拡大─非正規雇用、派遣社員、フリーター、ニート、ワーキングプア、格

差の再生産、「希望格差社会」
第19回 格差の理論─ブルデュー、文化資本、ハビトゥス、ピケティ、『格差と再分配』
第20回 都市と地方の二極化─過疎、過密、人口減少、「限界集落」、「消滅可能性都市」、

「田園回帰」、ワーケーション
第21回 高齢者研究の開始─活動理論、離脱理論、エイジズム、ノーマリゼーション
第22回 高齢者とケア─在宅ケア、介護保険制度、老人ホーム、老人福祉施設、社会的

ネットワークの再構築、老年文化、回想法
第23回 高齢者と経済─国民年金、第3号被保険者、厚生年金、共済年金、企業年金、個

人年金
第24回 高齢者と逸脱─高齢者犯罪、振り込めサギ、婚活サギ、「後妻業」、交通事故
第25回 ターミナルケア─ホスピス、緩和ケア、死の直視、死の変化、尊厳死、安楽死、

共同墓、自然葬儀
第26回 新たな社会現象a─ユビキタス社会、インフォデミック、デジタルディバイド、

ヴァーチャルコミュニティ、テクノストレス
第27回 新たな社会現象b─グローバリゼーション、移民、難民、国際結婚
第28回 SDGsと現代社会─17の目標、貧困、飢餓、健康、教育、性的平等、環境保全

履修の注意点
この講義を履修するにあたって、事前に「社会学」「文化人類学」「心理学」などの社会

学系科目を履修していることが望ましいが、初学者にも理解しやすいよう授業をすすめる
予定である。

準備学習の内容
シラバスの内容に従って、授業の前に教科書、参考書などの関連箇所を精読し、疑問

点、問題点をまとめておく。1時限あたり100分程度の時間をかけて予習復習をすること。

教科書
特に指定せず。授業の進行に従って、必要な参考文献、資料を紹介する。

参考書
伊藤公雄他編 『はじめて出会う社会学─社会学はカルチャー・スタディ』（有斐閣）
上野千鶴子著 『おひとりさまの老後』（法研）
野々山久也編 『論点ハンドブック家族社会学』（世界思想社）
宮島喬編 『現代社会学』（改訂版） 宮島 喬編 （有斐閣）
山田昌弘 『希望格差社会』（筑摩書房）

課題に対するフィードバックの方法
オーメイジシステム、レポート機能のコメント欄を使って行なう。

成績評価の方法
学期末におこなう筆記試験、またはレポートの成績80パーセント、授業中におこなう小

レポートの成績20パーセントで評価する。

その他
現代社会に対して、疑問や問題意識をもった学生の履修を期待する。

科目ナンバー：（PE）SOC311J

現代社会学Ｂ【2022年度以降入学者】
現代社会学【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 石 川 雅 信

授業の概要・到達目標
本講義では複雑に変化し、多様化する現代社会の諸相を社会学の視点から分析する。社
会学の研究対象は極めて広く、社会現象のほとんどすべてが研究対象になる可能性がある
といって過言ではないが、ここでは下記の「授業内容」に示した項目について、具体的な
事例をとりあげながら考察する。到達目標は現実に起こる社会現象を社会学的な概念、理
論を介して解釈する方法を習得し、社会学の研究方法、思考方法の特質を理解することに
ある。

授業内容
第1回 社会学とは─コント、実証主義、社会進化論、文明の三段階説、社会有機体説
第2回 社会・集団・関係─ゲマインシャフト、コミュニティ、第一次集団、大衆、群

衆、公衆
第3回 社会学の確立─デュルケーム、ヴェーバー、社会学主義、社会的事実、理解社会

学、社会的行為
第4回 社会理論の展開a─パーソンズ、機能主義、AGIL図式、二重リーダーシップ論
第5回 社会理論の展開b─マートン、順機能、逆機能、顕在的機能、潜在的機能、中範

囲の理論、アノミー、準拠集団
第6回 社会調査法の進展a─定量分析、定性分析、マリノフスキー、参与観察法、『サン

ダカン八番娼館』、調査倫理
第7回 社会調査法の進展b─ホーソン実験、シカゴ学派、柳田国男、宮本常一、『ルポ

精神病院』、『自動車絶望工場』
第8回 社会制度としての家族・婚姻─家族機能、嫡出の原理、世帯、家庭、親族、家族

史
第9回 家族・婚姻の多様性─単婚家族、複婚家族、夫方居住、妻方居住、新居住、同類

婚、上昇婚、同性婚
第10回 人格発達と家族─社会化、「野生児」、発達課題、新潟児童監禁事件、ジーニー、

フロイト、エリクソン、アイデンティティ
第11回 家族の変化─家族機能の縮小、外部化、事実婚、パラサイトシングル、家族難民
第12回 婚姻の変化─晩婚・非婚化、少子化、ライフスタイルの多様化、ロマンティック

ラブ、恋愛結婚至上主義、「婚活」、夫婦別姓
第13回 危険な場所としての家族─親密性、「家庭内暴力」、児童虐待、ドメスティックバ

イオレンス、高齢者虐待、加害者の治療
第14回 フェミニズムの登場─第2期フェミニズム、女性学、『第二の性』、『女性の神話』
第15回 ジェンダー研究の成立─性の多様性、LGBT、SOGI、性の二重基準、貧困の女

性化、ジェンダーフリー
第16回 学校社会─メリトクラシー、脱学校社会、イリイチ、フリースクール、「平凡教

育」、「非凡教育」
第17回 職業生活と「会社」─日本型雇用慣行の変化、企業コミットメント、過労死、学

卒一括採用、リストラ、働き方改革
第18回 格差の拡大─非正規雇用、派遣社員、フリーター、ニート、ワーキングプア、格

差の再生産、「希望格差社会」
第19回 格差の理論─ブルデュー、文化資本、ハビトゥス、ピケティ、『格差と再分配』
第20回 都市と地方の二極化─過疎、過密、人口減少、「限界集落」、「消滅可能性都市」、

「田園回帰」、ワーケーション
第21回 高齢者研究の開始─活動理論、離脱理論、エイジズム、ノーマリゼーション
第22回 高齢者とケア─在宅ケア、介護保険制度、老人ホーム、老人福祉施設、社会的

ネットワークの再構築、老年文化、回想法
第23回 高齢者と経済─国民年金、第3号被保険者、厚生年金、共済年金、企業年金、個

人年金
第24回 高齢者と逸脱─高齢者犯罪、振り込めサギ、婚活サギ、「後妻業」、交通事故
第25回 ターミナルケア─ホスピス、緩和ケア、死の直視、死の変化、尊厳死、安楽死、

共同墓、自然葬儀
第26回 新たな社会現象a─ユビキタス社会、インフォデミック、デジタルディバイド、

ヴァーチャルコミュニティ、テクノストレス
第27回 新たな社会現象b─グローバリゼーション、移民、難民、国際結婚
第28回 SDGsと現代社会─17の目標、貧困、飢餓、健康、教育、性的平等、環境保全

履修の注意点
この講義を履修するにあたって、事前に「社会学」「文化人類学」「心理学」などの社会

学系科目を履修していることが望ましいが、初学者にも理解しやすいよう授業をすすめる
予定である。

準備学習の内容
シラバスの内容に従って、授業の前に教科書、参考書などの関連箇所を精読し、疑問

点、問題点をまとめておく。1時限あたり100分程度の時間をかけて予習復習をすること。

教科書
特に指定せず。授業の進行に従って、必要な参考文献、資料を紹介する。

参考書
伊藤公雄他編 『はじめて出会う社会学─社会学はカルチャー・スタディ』（有斐閣）
上野千鶴子著 『おひとりさまの老後』（法研）
野々山久也編 『論点ハンドブック家族社会学』（世界思想社）
宮島喬編 『現代社会学』（改訂版） 宮島 喬編 （有斐閣）
山田昌弘 『希望格差社会』（筑摩書房）

課題に対するフィードバックの方法
オーメイジシステム、レポート機能のコメント欄を使って行なう。

成績評価の方法
学期末におこなう筆記試験、またはレポートの成績80パーセント、授業中におこなう小

レポートの成績20パーセントで評価する。

その他
現代社会に対して、疑問や問題意識をもった学生の履修を期待する。
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科目ナンバー：（PE）SOC391J

現代社会心理学Ａ【2022年度以降入学者】
現代社会心理学【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

講師 樋 口 収

授業の概要・到達目標
社会心理学は人の社会性を支える心理的基盤について明らかにする

学問である。本講義ではこうした心理的基盤について概説するととも
に、社会心理学の最新の研究について説明する。

本講義の到達目標は（1）社会心理学の専門用語を理解すること、
（2）社会心理学の研究データを理解できるようになること、（3）そ
の用語を用いて人の社会性について説明できるようになること、であ
る。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 長期記憶
第3回 短期記憶
第4回 注意
第5回 感情①
第6回 感情予測
第7回 態度
第8回 自尊心
第9回 自己制御①
第10回 自己制御②
第11回 社会心理学実験の体験①
第12回 自己中心性
第13回 身体性認知
第14回 中間まとめ
第15回 中間まとめの解説
第16回 偏見①
第17回 偏見②
第18回 社会的影響①
第19回 社会的影響②
第20回 社会的影響③
第21回 社会心理学実験の体験②
第22回 社会心理学研究の最前線①
第23回 社会心理学研究の最前線②
第24回 心の進化
第25回 感情②
第26回 偏見③
第27回 偏見④
第28回 まとめ

履修の注意点
講義中の私語は厳禁である。また初回の講義に課外学習などについ

ても説明をするので必ず参加すること。どうしても出席できない場合
には「事前」に樋口まで「理由を含めて」連絡をすること（email:
ohgc29[at]meiji.ac.jp: [at]は@にする）。なお、授業の順番は、受講生の
理解度に応じて変更することもある。

準備学習の内容
各回の最後に参考文献を複数提示するので、興味のあるものを精読

すること。

教科書
使用しない。

参考書
『社会心理学』池田謙一他（著）（有斐閣）2010年
『進化と感情から解き明かす社会心理学』北村英哉・大坪庸介（著）
（有斐閣）2012年
『心理学研究法』高野陽太郎・岡隆（著）（有斐閣）2004年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度（30%）、期末試験（70%）

その他
この講義の資料はWeb上にあげるので、各自が印刷して講義に参加

すること（具体的な場所については、初回のガイダンスで説明する）。
また、この講義では講義内あるいは講義外で社会心理学の実験を実

施する予定である。参加は任意であるが、必ず良い経験になるので、
興味をもって参加して欲しい。

科目ナンバー：（PE）SOC391J

現代社会心理学Ｂ【2022年度以降入学者】
現代社会心理学【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

講師 樋 口 収

授業の概要・到達目標
社会心理学は人の社会性を支える心理的基盤について明らかにする

学問である。本講義ではこうした心理的基盤について概説するととも
に、社会心理学の最新の研究について説明する。

本講義の到達目標は（1）社会心理学の専門用語を理解すること、
（2）社会心理学の研究データを理解できるようになること、（3）そ
の用語を用いて人の社会性について説明できるようになること、であ
る。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 長期記憶
第3回 短期記憶
第4回 注意
第5回 感情①
第6回 感情予測
第7回 態度
第8回 自尊心
第9回 自己制御①
第10回 自己制御②
第11回 社会心理学実験の体験①
第12回 自己中心性
第13回 身体性認知
第14回 中間まとめ
第15回 中間まとめの解説
第16回 偏見①
第17回 偏見②
第18回 社会的影響①
第19回 社会的影響②
第20回 社会的影響③
第21回 社会心理学実験の体験②
第22回 社会心理学研究の最前線①
第23回 社会心理学研究の最前線②
第24回 心の進化
第25回 感情②
第26回 偏見③
第27回 偏見④
第28回 まとめ

履修の注意点
講義中の私語は厳禁である。また初回の講義に課外学習などについ

ても説明をするので必ず参加すること。どうしても出席できない場合
には「事前」に樋口まで「理由を含めて」連絡をすること（email:
ohgc29[at]meiji.ac.jp: [at]は@にする）。なお、授業の順番は、受講生の
理解度に応じて変更することもある。

準備学習の内容
各回の最後に参考文献を複数提示するので、興味のあるものを精読

すること。

教科書
使用しない。

参考書
『社会心理学』池田謙一他（著）（有斐閣）2010年
『進化と感情から解き明かす社会心理学』北村英哉・大坪庸介（著）
（有斐閣）2012年
『心理学研究法』高野陽太郎・岡隆（著）（有斐閣）2004年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度（30%）、期末試験（70%）

その他
この講義の資料はWeb上にあげるので、各自が印刷して講義に参加

すること（具体的な場所については、初回のガイダンスで説明する）。
また、この講義では講義内あるいは講義外で社会心理学の実験を実

施する予定である。参加は任意であるが、必ず良い経験になるので、
興味をもって参加して欲しい。
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科目ナンバー：（PE）SOC391J

産業心理学
2単位

3・4年次

准教授 荒 木 淳 子

授業の概要・到達目標
産業心理学は、産業や組織における人びとの行動や心理過程を明ら
かにしようとする学問領域であり、私たちのこれからの仕事や働き
方を考える上で参考になる知見を多く提供しています。最近では、
産業・組織心理学とも言われ、組織行動や人的資源管理などの学問
領域とも密接に関わっています。
授業では、具体的な企業事例や事象を取り上げながらこれまでの産
業心理学の諸理論や考え方を紹介し、私たちのこれからの仕事や働
き方、産業組織のあり方について考えます。
到達目標は、（1）産業心理学の諸概念を理解し自分の言葉で説明
できること、（2）それらを用いて組織が直面する課題について考
察し、改善策を考えられるようになること、（3）自らの働き方や
キャリアについて考え、展望を持てるようになることです。

授業内容
第1回目 aのみ：イントロダクション
第2回目 モチベーション（1）内容理論
第3回目 モチベーション（2）過程理論
第4回目 リーダーシップ（1）特性、行動
第5回目 リーダーシップ（2）相互作用
第6回目 キャリア形成（1）キャリア形成
第7回目 キャリア形成（2）職場での学習
第8回目 組織と個人（1）心理的契約
第9回目 組織と個人（2）コミットメント
第10回目 人的資源管理（1）採用・雇用管理
第11回目 人的資源管理（2）人事評価・処遇
第12回目 働きがいと働きやすさ
第13回目 職場の多様性
第14回目 新しい時代の組織と働き方を考える

履修の注意点
私語は固く禁じます。授業への積極的な参加を期待します。なお、
授業の順番は、受講生の理解度に応じて前後することもあります。
毎回授業後に小テストとリアクションペーパーを提出して頂きま
す。小テスト・リアクションペーパーはOh-o! Meijiを通じて期日ま
でに提出して下さい。

準備学習の内容
授業後に参考文献を複数提示するので、興味のあるものを精読して
ください。

教科書
使用しない

参考書
『産業・組織心理学を学ぶ』金井篤子ほか（北大路書房）2019年
『産業・組織心理学エッセンシャルズ第4版』外島裕監修・田中堅
一郎編（ナカニシヤ出版）2019年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度（20％）小テスト（40％）期末試験（40％）

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）SOC391J

消費心理学
2単位

3・4年次

准教授 荒 木 淳 子

授業の概要・到達目標
消費心理学では、消費者が購買に至るまでの過程や行動を明らかに
しようとする消費者行動論、消費者の購買に影響を与える心理的要
因を明らかにしようとする消費者心理学、また、企業のマーケティ
ング戦略など幅広い学問領域を扱います。
授業では、具体的な企業事例や事象を取り上げながら、私たちの消
費生活や今後の消費社会のあり方について考えます。
到達目標は、（1）消費者行動や購買意思決定過程などの諸概念を
理解し自分の言葉で説明できること、（2）それらを用いて企業や
社会が直面する課題について考察し、改善策を考えられるようにな
ること、（3）賢い消費者として持続可能な社会の実現を考えられ
るようになることです。

授業内容
第1回目 aのみ：イントロダクション
第2回目 消費者行動とマーケティング
第3回目 消費者の購買意思決定過程
第4回目 消費者への説得過程
第5回目 日常生活と消費者心理
第6回目 ブランドと消費者心理
第7回目 消費者行動の規定要因（1）個人差要因
第8回目 消費者行動の規定要因（2）状況要因
第9回目 消費者行動の規定要因（3）社会的影響
第10回目 消費者の関与 カスタマーエンゲイジメント
第11回目 マーケティング調査の方法（1）量的調査の手法
第12回目 マーケティング調査の方法（2）質的調査の手法
第13回目 消費社会と消費者心理（1）消費者問題と消費者保護
第14回目 消費社会と消費者心理（2）これからの消費を考える

履修の注意点
私語は固く禁じます。授業への積極的な参加を期待します。なお、
授業の順番は、受講生の理解度に応じて前後することもあります。
毎回授業後に小テストとリアクションペーパーを提出して頂きま
す。小テスト・リアクションペーパーはOh-o! Meijiを通じて期日ま
でに提出して下さい。

準備学習の内容
授業後に参考文献を複数提示するので、興味のあるものを精読して
ください。

教科書
使用しない

参考書
『消費者行動論－マーケティングとブランド構築への応用』青木幸
弘ほか（有斐閣）2012年

『消費者心理学』山田一成・池内裕美（勁草書房）2018年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度（20％）小テスト（40％）期末試験（40％）

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）SOC351J

社会調査法
2単位

3・4年次

講師 碇 陽 子

授業の概要・到達目標
【授業の概要】

本授業では、社会調査のうち、人類学や社会学の調査で行う「質的調
査」を扱います。「質的」であるとは、調査結果を数量データに落とし込
むのではなく、文章で表現できる意味内容として理解します。「質的調査」
の中でも、特に、現場で調査対象と関係を取り結びながらデータを集める
アプローチとしてのフィールドワークの手法に焦点を当て、実際に手と体
を動かしながら学んでもらいます。授業の最終目標は、調査ついての考え
方と基本的な技術を身につけ、その研究結果を論文や報告書という形にア
ウトプットすることが出来るようになるための「型」を学ぶことです。そ
のために、実際にデータを取ること（写真を撮る、フィールドノートをつ
けるなど）、問いを立てること、研究計画を立てること、質的データの分
析の仕方、論文の書き方を中心に学びます。

授業は大きく前半と後半に分かれます。前半で、まずいくつかの質的調
査を紹介して、フィールドワークとは何なのかを学びます。その後、決め
られたテーマについて、個人が写真撮影を通して対象を観察する作業を行
います。ここでは報告作業においてグループワークを行ってもらいます。
後半は、講師が出す共通テーマに従い、みなさん自身がフィールドワーク
調査を行います。研究計画をたて、発表し、フィールドワークを実施し、
報告するという作業を行います。後半は、5人～6人のグループでのグ
ループワークが基本になります。期末課題では、この調査を元に、個人で
報告書を書きます。

人見知りであっても構いません。授業を通して、現場から見える世界、
そして、人間の生きている現実をいかに描くか、他者を理解するとはいか
なることかについて考えましょう。

授業内容
第1回 質的調査とは何か：量的調査との違いから
第2回 調査者の視点：いろいろな質的調査
第3回 写真でフィールドワーク
第4回 写真でフィールドワーク
第5回 写真でフィールドワーク／聞き取り調査の説明
第6回 聞き取り調査／参与観察の説明

（中間課題）
第7回 フィールドワークに向けて
第8回 フィールドワークに向けて研究計画書を立てる
第9回 研究計画書の発表
第10回 フィールドワークの実施
第11回 報告の準備
第12回 調査報告
第13回 調査報告
第14回 調査の倫理と責任、講義のまとめ

（期末課題）

履修の注意点
・この授業を履修するにあたって、1・2年次に「社会学」や「文化人類
学」などの科目を履修していることが望ましい。
・授業で実際にデータを取ってくることや（写真を撮る、フィールドノー
トをつける、インタビューをする）、授業中に研究計画を発表するなど、
学生自身に作業をやってもらう。グループ作業が多いことを理解して受講
してください。

準備学習の内容
次回の授業範囲について事前に講義資料を読み、課題が出た場合は事前に
取り組んでおくこと。

教科書
特に指定しない。

参考書
小田博志（2010）『エスノグラフィー入門 ：〈現場〉を質的研究する』春
秋社、市野澤潤平・碇陽子・東賢太朗編著（2021）『観光人類学のフィー
ルドワーク：ツーリズム現場の質的調査入門』ミネルヴァ書房など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
中間課題：30％
期末課題：40％
平常点：30％

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）SOC351J

フィールドワーク論
2単位

3・4年次

講師 碇 陽 子

授業の概要・到達目標
【授業の概要】

本授業では、我々の生／性をめぐる現代社会の諸問題について、
文化人類学的に考えます。文化人類学的に考えるとは、他者理解を
通して、自分たちの「あたりまえ」のものの見方を問い直すような
思考のあり方のこと言います。
「あたりまえ」のものの見方を崩すために、本授業では、民族誌

のなかの異文化の事例から私たちが暮らす日本社会の事例まで幅広
く取り上げ、そこに住む人々の営みを、文化人類学的な視点から捉
え直していきます。トロブリアンドの人たちの生殖概念、過酷な寒
さの中で生きるヘアーインディアンの「仕事」概念や生きることへ
の態度、ヤノマミの人たちの死や生／性に対する態度、または、ヌ
アー社会の結婚とポリアモリーの実践を比較してみたりすること
で、みなさんの思考や視点をずらし、世界を少し違った角度から見
てほしいと考えています。

本授業では、私たちの生はどのように成り立っているのか、ま
た、生のあり様はどれほど多様であるのかについて、様々な事例か
ら多角的に思索を深めてたいと思います。

キーワード：文化人類学（医療人類学）、生／性、ジェンダー／セ
クシュアリティ、テクノロジー

授業内容
第1回 イントロダクション：文化人類学的に生／性を考える
第2回 「人」のはじまりはいつからか
第3回 「人」のはじまりはいつからか：ヤノマミ
第4回 「人」はいつ死ぬのか：脳死と臓器提供
第5回 親子をつなぐもの：血のつながり
第6回 ジェンダーとセクシュアリティ：強制的異性愛
第7回 結婚のさまざまな形：一夫多妻とポリアモリー
第8回 家族のさまざまな形：生殖概念と「父親」
第9回 家族のさまざまな形：生殖補助医療と家族
第10回 家族のさまざまな形：生殖補助医療と家族
第11回 ケアとジェンダー：家事労働
第12回 ケアとジェンダー：家事労働と「愛」
第13回 テクノロジーと人
第14回 まとめ：文化人類学は何の役に立つのか？

（予定なので、変更あり）

履修の注意点
この講義を履修するにあたって、1、2年次に「文化人類学」など
の科目を履修していることが望ましい。

準備学習の内容
課題文献を読んでくること。

教科書
特に指定しない。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（30％）、期末レポート（70％）。
平常点は、毎授業後のリアクションペーパーをもとに付けます。期
末レポートは、授業で扱ったテーマの中から、自分が書きたいテー
マを選んで書いて提出してもらう予定です。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）SOC391J

比較社会学
4単位

3・4年次

兼任講師 穐 山 新

授業の概要・到達目標
この授業は「国家」を具体的なテーマとして取り上げながら、「社会」というものを観察および記述・分析するための「比較」という社会学の基本的な視点
と方法について学ぶことを目標とする。
社会学が研究対象としている「社会」は、それ自体は捉えどころがなく、何が本質的な要素であるのかを定義することも難しい。そこで、これまでの社会学
はテンニースの「ゲマインシャフト／ゲゼルシャフト」をはじめとして、比較の視点と方法を活用して「社会」を記述・分析しようと努めてきた。

「国家」は、マックス・ウェーバーをはじめとして、「社会」の全体性の輪郭を具体的に表す可能性を持つものとして、古くから社会学の理論家たちから重
視・注目されてきた対象である。さらに国家は単独で存在するものではなく、他の国家との関係の中ではじめて成立しており、比較の視点を抜きにして理解
することが難しいという点で、「社会」と同様の性質を持っている。この授業では比較社会学の視点と方法が、国家に固有の形式や成立条件などを説明する
にあたって、いかに重要かつ有効なものであるのかを示していきたい。
授業は全体で、（1）社会学的な国家論、（2）国民国家論、（3）福祉国家論の3部構成となっている。第1部（3～15回）では、暴力や官僚制、戦争、正
当性、といった国家に関する具体的な問題に即して、ウェーバーやC・ティリーなどの社会学における国家論を解説する。第2部（16～21回）では、いかに
して国家が「ネーション」を代表する「国民国家」となったのかを、B・アンダーソンなどのナショナリズム論を紹介しながら明らかにするとともに、19世
紀におけるナショナリズム「民族化」から20世紀後半の多文化主義の潮流に至る歴史を概観する。第3部（22～27回）では、いかにして国家が市民の生存と
生活の保障に責任を持つ「福祉国家」になり、それが近年どのように課題に直面し変容しているのかについて、エスピン－アンデルセンの比較福祉レジーム
論などを詳しく取り上げながら説明する。

授業内容
第1回目 ガイダンス
第2回目 「比較社会学」について
第3回目 「国家」とは何か ── 国家の比較社会学
第4回目 暴力と国家（1）── M・ヴェーバーの国家論
第5回目 暴力と国家（2）── N・エリアスの「文明化」論
第6回目 官僚制と国家形成（1）── 合理的支配としての官僚制
第7回目 官僚制と国家形成（2）── 官僚制と民主主義
第8回目 戦争と国家形成（1）── C・ティリーの国家論
第9回目 戦争と国家形成（2）── 租税国家の成立
第10回目 「正当性」と国家（1）── P・ブルデューの「象徴暴力」論
第11回目 「正当性」と国家（2）──「公共性」について
第12回目 「社会」の中の国家（1）── 徴税と市民革命（T・スコチポル）
第13回目 「社会」の中の国家（2）── M・マンの「インフラストラクチャー的権力」論
第14回目 社会統計と国家（1）── 国家の情報収集と管理
第15回目 社会統計と国家（2）── M・フーコーの統治性論
第16回目 ナショナリズムと国家（1）── 「ネーション」について
第17回目 ナショナリズムと国家（2）── B・アンダーソンのナショナリズム論
第18回目 ナショナリズムと国家（3）── 国家の集権化とナショナリズム
第19回目 ナショナリズムと国家（4）── 正当性様式としての「国民国家」
第20回目 ナショナリズムと国家（5）── ナショナリズムの「民族化」
第21回目 ナショナリズムと国家（6）── 民主主義と「国民国家」
第22回目 社会福祉と国家（1）── 「福祉国家」の発生
第23回目 社会福祉と国家（2）── 産業化と福祉国家の黄金時代
第24回目 社会福祉と国家（3）── 脱工業化と福祉国家の危機
第25回目 社会福祉と国家（4）── エスピン－アンデルセンの福祉レジーム論
第26回目 社会福祉と国家（5）── A・ギデンズの「社会投資国家」論
第27回目 社会福祉と国家（6）── 福祉国家の課題と将来
第28回目 最終試験

履修の注意点
内容は社会学や国家論の学説史を中心とした内容になっているので、関連する社会学や政治学の授業を履修していることが望ましい。

準備学習の内容
前日までに教育支援システムに資料をアップロードしておくので、事前に目を通しておくこと。

教科書
特に指定しない。

参考書
佐藤成基『国家の社会学』（青弓社、2014年）
田中拓道『福祉政治史』（勁草書房、2017年）

課題に対するフィードバックの方法
教育支援システムを通じて、適宜アンケートや小テストを実施する。

成績評価の方法
期末試験70％、平常点（毎回授業のリアクションペーパー）30％

その他
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科目ナンバー：（PE）SOC391J

民俗学Ａ【2022年度以降入学者】
民俗学【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 執 行 一 利

授業の概要・到達目標
私たち日本人の文化や社会の成り立ちを改めて考えてみる機会を持
ちたい。普段私たちが「当たり前」と思っていることにも、何らか
の意味があり、そしてその背景も探ってみる必要があるのではない
だろうか。

日本の民俗文化や社会を理解する手がかりを学ぶことを目標とす
る。

授業内容
第1回目：aのみ、イントロダクション
第2回目：民俗学のはじまり、柳田国男論
第3回目：境界の時間と場所
第4回目：ケガレと両義性
第5回目：オニ、マレビト、異人
第6回目：時間の民俗1
第7回目：時間の民俗2
第8回目：「非常民」の文化
第9回目：日本の神話、殺された女神
第10回目：シャーマニズム、呪術
第11回目：日本人はどこから来たか、民族学的見地
第12回目：日本の地域性1
第13回目：日本の地域性2
第14回目：まとめ

履修の注意点
日本の文化や社会に関心を持つこと。

準備学習の内容
授業時に指示する参考書をよく読むこと。

教科書
教科書は用いない。

参考書
『はじめて学ぶ民俗学』市川秀之他著（ミネルヴァ書房）、ほか授業
時に多数紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度およびレポート（30%）、期末試験（70%）

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）SOC391J

民俗学Ｂ【2022年度以降入学者】
日本民俗社会論【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 執 行 一 利

授業の概要・到達目標
日本の民俗社会の特質について学ぶ。婚姻、家族・親族、村落構造
に焦点を当てて、日本の社会構造を探っていきたい。その際、文化
人類学的な手法も取り入れながら作業を行っていく予定。
日本の社会構造を理解する手がかりを学ぶことを目標とする。

授業内容
第1回目：aのみ、イントロダクション
第2回目：家族論
第3回目：核家族普遍説について
第4回目：日本の家族1、統計から見る家族
第5回目：日本の家族2、親子関係を強調する家族
第6回目：日本の家族3：夫婦関係を強調する家族
第7回目：村落構造1、村落構造の地域性
第8回目：村落構造2、村落形態
第9回目：村落構造3、同族型村落と年齢階梯制村落
第10回目：村落構造4、近畿地方と関東地方の村落
第11回目：日本の婚姻1
第12回目：日本の婚姻2
第13回目：日本の婚姻3
第14回目：まとめ

履修の注意点
日本の文化や社会に関心を持つこと。

準備学習の内容
授業時に指示する参考書をよく読むこと。

教科書
教科書は用いない。

参考書
『日本人の生活構造序説』蒲生正男著（ペリカン社）ほか

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度およびレポート（30%）、期末試験（70%）

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）SOC391J

社会人類学Ａ【2022年度以降入学者】
民族学【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

准教授（文） 山 田 亨

授業の概要・到達目標
本科目では民族学的な視点からグローバル化を議論することで、

日本を含めた世界的な言語文化の変容と相関関係と学びながら、文
化外交の基礎力と応用力を身につけることを目標とする。

授業内容
1．グローバリゼーションとは
2．グローバリゼーションの社会科学的アプローチ
3．文化の脱文脈化
4．文化の抽象化
5．加速化
6．時空の圧縮
7．画一化
8．モダニティ
9．アイデンティティ・ポリティクス
10．相互依存
11．文化の翻訳
12．越境
13．ツーリズム
14．まとめ・ディスカッション

履修の注意点
特になし。

準備学習の内容
Oh-o! Meijiに掲載されている課題を毎週授業前までに予習しておく
こと。

教科書
Eriksen, Thomas Hylland (2014) Globalization：The Key Concepts.
Bloomsbury.
＊また、別途Oh-o! Meiji上で随時提供する。

参考書
Oh-o! Meiji上で随時提供する。

課題に対するフィードバックの方法
レポートについては、Oh-o! Meijiおよび授業中で開設を提供する。
また、Oh-o! Meijiの出欠アンケートのコメント機能も活用してくだ
さい。

成績評価の方法
授業への参加度（20%）、ディスカッション（30%）、レポート

（50%）から総合的に評価する。

その他
講義言語は基本的に日本語ですが、教材を中心に英語を織り交ぜま
す。しかし、本授業では言語運用能力は自信がなくても大丈夫。授
業・課題への取組みの積極性を重んじます。

科目ナンバー：（PE）SOC391J

社会人類学Ｂ【2022年度以降入学者】
社会人類学【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

准教授（文） 山 田 亨

授業の概要・到達目標
本授業では、人類学との隣接分野とのつながりを理解しながら、

グローバル社会化を議論することで、各文化・社会の変容と相関関
係と学びながら、批判的思考力を身につけることを目標とする。

授業内容
1．人類学とは
2．人類学的アプローチ
3．文化の融合1：議論と理論
4．ハイブリッド・クレオール化
5．文化の融合2：演習
6．リスクと危機概念1：環境的側面
7．リスクと危機概念2：社会文化的側面
8．アイデンティティ
9．アイデンティティとディアスポラ
10．ナショナリズム
11．グローバリズム
12．ナショナリズムと抽象化
13．反グローバリゼーション
14．まとめ・ディスカッション

履修の注意点
特になし。

準備学習の内容
Oh-o! Meijiに掲載されている課題を毎週授業前までに予習しておく
こと。

教科書
Eriksen, Thomas Hylland (2014) Globalization：The Key Concepts.
Bloomsbury.
＊また、別途Oh-o! Meiji上で随時提供する。

参考書
Oh-o! Meiji上で随時提供する。

課題に対するフィードバックの方法
レポートについては、Oh-o! Meijiおよび授業中で開設を提供する。
また、Oh-o! Meijiの出欠アンケートのコメント機能も活用してくだ
さい。

成績評価の方法
授業への参加度（20%）、ディスカッション（30%）、レポート

（50%）から総合的に評価する。

その他
講義言語は基本的に日本語ですが、教材を中心に英語を織り交ぜま
す。しかし、本授業では言語運用能力は自信がなくても大丈夫。授
業・課題への取組みの積極性を重んじます。
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科目ナンバー：（PE）LAW331J

国際法Ａ【2022年度以降入学者】
国際法【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 立 松 美也子

授業の概要・到達目標
国際法は、主として国家間の関係を規律するルールであるため、あたか

も自らの生活に無関係に思えるかもしれない。確かに国際社会の構成員の
間でなんら争いごとがなければ、気にならないに違いない。しかし、ひと
たび紛争が発生するとメディアで大きく取りあげられ、連日報道される。
そして、その紛争の原因となった行為が、国際法の見地からどのように考
えられるのかという問題が出てくる。自分たちの生活を振り返っても、国
産のもの以外が多く見受ける。そのような貿易には国際法は深く関わって
いる。長らく、国際社会、特に国家間の関係では共通言語としての国際法
が意識して利用されてきた国際法を国際関係を学ぶ上でも是非修得して欲
しい。

本講義では、国際法を体系的に学習し、国際社会において果たす機能を
理解することを目的とする。最終的に学習した国際法理論を用いて、国際
的な事象を自らの言葉で解説し、議論できることが到達目標である。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 国際社会と国際法
第3回目 国家の成立要件と国家変動（国家承継）
第4回目 国家の国際法上の権利義務
第5回目 国家の管轄権
第6回目 国家免除
第7回目 外交関係の国際法
第8回目 領事関係の国際法
第9回目 国際法の存在形態 その1 条約
第10回目 同 その2 慣習国際法
第11回目 同 その3 その他の国際法の法源
第12回目 条約法 締結手続
第13回目 同 留保・条約の効力 条約の終了
第14回目 中間試験

履修の注意点
植木・中谷編 『国際条約集 2023年版』（有斐閣）を講義の際に使用する。
他の出版年のものや他の出版社の条約集でも問題はないが、自分で使える
様にしてほしい。講師は有斐閣の条約集で条文について指示する

準備学習の内容
事前に教科書の該当箇所を読み、次回の授業内容についてのイメージを持
つ。また、日頃から新聞の国際面に興味を持ってほしい。（新聞に限らず、
ニュースでも良い。）

教科書
植木・中谷編『国際条約集 2023年版』（有斐閣）
中谷和弘、植木俊哉、河野真理子、森田章夫、山本良著 『アルマ国際法
第4版』（有斐閣）

参考書
岩澤雄司 著 『国際法』 東大出版会 2020年
浅田正彦 編 『国際法』 東信堂 5版 2022年
柳原正治 他 『プラクティス国際法講義』信山社 4版 2022年
判例集
森川・兼原・酒井・西村 編 別冊ジュリスト 255号 『国際法判例百選』
有斐閣 3版 2021年
杉原高嶺・酒井啓亘 編 『国際法基本判例50』三省堂、2版 2014年
松井芳郎 編 『判例国際法』東信堂 3版 2019年
辞典
国際法学会編 『国際関係法辞典』三省堂 2版 2005年
国際法関連サイト
国際法学会 https://jsil.jp/
国際連合 https://www.un.org/en (英語 他、国連公用語もあり)
国際司法裁判所 https://www.icj-cij.org/en (英語 他、国連公用語もあ
り

課題に対するフィードバックの方法
講義の中で適宜指示する。

成績評価の方法
履修人数によるが、出席クイズ（30％）と学期末試験（2回）（70％）を総
合して評価する。(対面講義の場合）
オンデマンド型または試験をオンラインで実施する場合には別途検討する。

その他
その他 講義を単に聴く、見るだけではなく、自らノートをとり、条約集
を確認するなど能動的な参加をお願いします。

科目ナンバー：（PE）LAW391J

国際法Ｂ【2022年度以降入学者】
国際法【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 立 松 美也子

授業の概要・到達目標
国際法は、主として国家間の関係を規律するルールである。本講義は前

期に引き続き、国際法の各論部分を取りあげる。すなわち、国家責任、領
域取得、海洋法、航空法、宇宙法、環境法等である。国際法Aの修得が望
ましいが、特に前提条件とはしない。

各論を学ぶことで、現実の国際社会において生じている種々の問題をい
かに国際法によって解決するのか、その限界はどのように顕れるのかを理
解することを考察してほしい。

本講義では、国際法を体系的に学習し、国際社会において果たす機能を
理解することを目的とする。
最終的に学習した国際法理論を用いて、国際的な事象を自らの言葉で解説
し、議論できることが到達目標である。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 国際法上の責任
第3回 違法性阻却事由と追及要件 違法行為責任とライアビリティ
第4回 陸の国際法 領域主権の性質と領域権原
第5回 国際化地域と国際公域
第6回 海の国際法 歴史的展開と海域の具体的制度
第7回 同 その2 具体的制度
第8回 同 その3 具体的制度
第9回 同 その4 紛争解決
第10回 空の国際法 領空主権
第11回 宇宙空間の国際法
第12回 国際経済法
第13回 国際環境法
第14回 学期末試験

履修の注意点
植木・中谷編 『国際条約集 2023年版』（有斐閣）を講義の際に使用す
る。
他の出版年のものや他の出版社の条約集でも問題はないが、自分で使える
様にしてほしい。
講師は有斐閣の条約集で指示する。

準備学習の内容
事前に教科書の該当箇所を読み、次回の授業内容についてのイメージを持
つ。また、日頃から新聞の国際面に興味を持ってほしい。（新聞に限らず、
ニュースでも良い。）

教科書
植木・中谷編『国際条約集 2023年版』（有斐閣）
中谷和弘、植木俊哉、河野真理子、森田章夫、山本良著 『アルマ国際法
第4版』（有斐閣）

参考書
岩澤雄司 著 『国際法』 東大出版会 2020年
浅田正彦 編 『国際法』 東信堂 5版 2022年
柳原正治 他 『プラクティス国際法講義』信山社 4版 2022年
判例集
森川・兼原・酒井・西村 編 別冊ジュリスト 255号 『国際法判例百
選』有斐閣 3版 2021年
杉原高嶺・酒井啓亘 編 『国際法基本判例50』三省堂、2版 2014年
松井芳郎 編 『判例国際法』東信堂 3版 2019年
辞典
国際法学会編 『国際関係法辞典』三省堂 2版 2005年
国際法関連サイト
国際法学会 https://jsil.jp/
国際連合 https://www.un.org/en (英語 他、国連公用語もあり)
国際司法裁判所 https://www.icj-cij.org/en (英語 他、国連公用語も
あり

課題に対するフィードバックの方法
講義の中で適宜指示する。

成績評価の方法
対面で実施した場合は、出席クイズ（30％）、学期末試験（2回） 70％を
予定している。
講義の方法が変更された場合には、それに応じて対応する。

その他
その他 講義を単に聴く、見るだけではなく、自らノートをとり、条約集
を確認するなど能動的な参加をお願いします。
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科目ナンバー：（PE）LAW391J

行政法
4単位

3・4年次

教授（法） 下 川 環

授業の概要・到達目標
高度情報化社会の急速な発展、地球的規模での環境問題の深刻化、少子高齢社会の到来、格差社会の進行、高度な生命科学の発達、エネルギーの原発依存

など、次々と生起する複雑かつ深刻な現代的課題に対し、行政機関は、広範な専門技術的裁量権を行使して迅速に対応する必要性に迫られている。行政法の
核心は、「国民の厳粛な信託によるもの」（憲法前文）であるという憲法原理を基本として、このような問題を抱える現代社会における行政の役割の重大性の
認識の下に、行政機関による裁量権の適正な行使を確保し、民主的かつ公正・透明で国民に対して責任のとれる行政を実現するためには行政の過程をどのよ
うに統制すべきか、その統制の法理論を探求することにあると考える。

かかる観点に立って、本講義は、第1部では「憲法理念と行政・行政法」のテーマの下に、権力分立制と行政権、憲法理念の転換と現代行政の特質、行政
裁判法制の歴史と公法・私法、行政事件と民事事件について．第2部では「民主的責任行政の法的過程と透明性・アカウンタビリティ」のテーマの下に、情
報公開・公文書管理、行政立法、行政計画、行政手続（行政処分手続、行政不服審査手続）について、具体的な事例と関連づけながらその基本的な仕組みを
理解したうえで、その争点に関する（最高裁判例を中心とする）判例及び学説の検討を通じて、行政法の基礎理論及び行政法上の問題を解決する能力の修得
を到達目標とする。

授業内容
第01回 a：イントロダクション

b：「憲法は滅び、行政法は存続する」？
【第1部】 憲法理念と行政法
第02回：憲法理念と行政
第03回：憲法理念と行政法─行政国家と行政法（1）
第04回：憲法理念と行政法─行政国家と行政法（2）
第05回：憲法理念と行政法─司法国家と行政法（1）
第06回：憲法理念と行政法─司法国家と行政法（2）
第07回：憲法理念と行政法─司法国家と行政法（3）
第08回：憲法理念と行政法─行政事件と民事事件（1）
第09回：憲法理念と行政法─行政事件と民事事件（2）
第10回：憲法理念と行政法─行政事件と民事事件（3）
第11回：憲法理念と行政法─行政事件と民事事件（4）
第12回：憲法理念と行政法─行政事件と民事事件（5）
【第2部】 民主的責任行政の法的過程
第13回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と情報：情報公開・公文書管理（1）
第14回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と情報：情報公開・公文書管理（2）
第15回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と立法：行政立法（1）
第16回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と立法：行政立法（2）
第17回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と立法：行政立法（3）
第18回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と立法：行政立法（4）
第19回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と計画策定：行政計画
第20回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と手続：行政行為と行政処分
第21回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と手続：行政処分手続（1）
第22回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と手続：行政処分手続（2）
第23回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と手続：行政処分手続（3）
第24回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と手続：行政処分手続（4）
第25回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と手続：行政不服審査手続（1）
第26回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と手続：行政不服審査手続（2）
第27回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と手続：行政不服審査手続（3）
第28回：民主的責任行政の法的過程─民主的責任行政と手続：行政不服審査手続（4）
＊講義の内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
開講前にOh-o!Meijiクラスウエッブにおいて、スケジュール．講義の概要、履修上のマナー・ルールを公開しておきますので、必ず見ておいて下さい。ま

た、事前にOh-o!Meijiクラスウエッブにおいて、プリント（講義ノート・資料）を公開しますので、プリント・アウトし、できる限り予習したうえで受講し
て下さい。

準備学習の内容
事前にOh-o!Meijiクラスウエッブにおいて、講義の範囲と内容についてお知らせしておきますので、できる限り予習をしたうえで受講して下さい。また、

記憶が新鮮なうちに、ノート整理等を行って体系的理解に努めて下さい。

教科書
一般的な教科書は特に指定しませんが、高橋滋編 『Visual Materials（第2版）』（有斐閣、2020年）、判例集としては、斎藤誠・山本隆司編 『行政判例百

選I・II（第8版）』（有斐閣、2022年）を使用します。

参考書
特に定めません。

課題に対するフィードバックの方法
定期試験後に、全体的な評価をした上で正解率の低い問題については解説します。

成績評価の方法
（1）定期試験100点満点（正誤式30問60点、記述式2問40点）で評価します。定期試験では、「（100％）自製の手書きノート」のみの持込みを許可します。
（2）記述式については、10点未満を欠格点とします。欠格点がある場合には、たとえ得点が60点以上であっても評価は「F（不合格）」となりますので、

注意して下さい。

その他
公務員、行政書士、法科大学院進学などを志望する方は、行政法を必ず修得しておく必要がありますので、是非履修していただきたい。
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科目ナンバー：（PE）ECN311J

国際経済学
4単位

3・4年次

講師 宮崎 イキサン

授業の概要・到達目標
今日の世界経済は国境や国の概念から離れ、これまでに無い程に各国の経済が相互に関連し合い成り立っている。国境を越えた財、サービス、人の移動は（COVID-19の影

響はあるものの）当たり前になってきており、その潮流を表す「グローバル化」という単語を耳にしない日は無い。しかし、国境そのものの存在は決して無くなったわけでは
なく、またグローバル化についても、人々や国家間の利害対立が鮮明化している。このような国家間の経済的な繋がりやその影響をどう理解するか、経済のグローバル化をど
のように捉えるべきか。国際経済学はこのような疑問に対して方法論を提供するものである。

【講義の目的】
本講義は国際経済学の入門講義であり、その目的は以下の3点を通じて国際金融（国際マクロ経済）と国際貿易に関する基礎を学ぶことである。1点目は国際金融（国際マ

クロ経済）と国際貿易を理解する上での基礎的な知識を身に付け、国際経済学における共通言語を学ぶこと。2点目は国際金融（国際マクロ経済）と国際貿易に関する初歩的
な理論やモデルを理解し、そこから得られる示唆を学び取ること。3点目は理論からの示唆が現実のデータと整合的であるかどうかを踏まえつつ、それらがどのような政策に
つながるかを理解することである。

【講義の到達目標】
本講義は講義中に触れた知識や学術的知見を基に、学生が日頃目にする国際経済に関連する問題について、自ら（国際）経済学的な視点から分析できるようになることを目

標としている。講義内容と実世界の問題に結び付きを見出し、講義中に学んだ学術的知見やデータに基づいた議論や分析を通じて、現実社会の問題に対する本質的な理解を促
すことが理想である。

授業内容
第1回目 イントロダクション（講義ガイダンス）
第2回目 そもそもグローバルはどう捉えるべきなのか？ - 国際経済学におけるグローバル化の概念
第3回目 一国の経済状況を把握するにはどうすれば良いのか？ - 国民経済計算から見る一国経済
第4回目 一国の対外取引を把握するにはどうすれば良いのか？ - 国際収支表から見る対外経済
第5回目 為替レートは一つだけじゃない？ - 外国為替の基礎
第6回目 為替レートはどのように決まるのか？（1） - 購買力平価と金利平価
第7回目 為替レートはどのように決まるのか？（2） - マネタリー・モデル
第8回目 為替レートはどのように決まるのか？（3） - ポートフォリオ・バランス・モデル
第9回目 一国の経済政策は、為替レートにどのような影響を与えるのか？ - マンデル・フレミングモデル
第10回目 経済政策の効果は、為替制度によって変わるのか？ - マクロ経済政策の効果
第11回目 通貨危機は何故発生するのか？ - 通貨危機の発生メカニズム
第12回目 これまでに発生した主な通貨危機は、どのように発生・波及したのか？ - 通貨危機の波及メカニズム
第13回目 前半のまとめと中間テストについて
第14回目 aモジュール：中間試験、bモジュール：試験の正答解説
第15回目 そもそも何故国家間で貿易が行われるのか？ - 比較優位の基礎と国際貿易
第16回目 何故ある国は車を輸出し、ある国は服飾品を輸出するのか？ - 貿易の利益と比較優位の決定
第17回目 何故同じ車であるトヨタを輸出し、メルセデスを輸入するのか？ - 産業内貿易と製品差別化
第18回目 関税引き上げが大きく騒がれたが、そもそも関税の何が悪いのか？ - 関税、輸入割当と保護貿易
第19回目 関税や割当以外に、政府はどのような貿易制限手段を持っているのか？ - 貿易政策の発展
第20回目 自由貿易が良いのなら、何故貿易自由化を訴える政党が選挙に勝つとは限らないのか？ - 政治活動と貿易政策
第21回目 WTOは役に立っているのか？ - GATT、WTOの歴史と制度
第22回目 港で積み下ろしされるコンテナだけが貿易ではない？ - サービス貿易とICT
第23回目 CPTPP、RECP等々、何故貿易協定が増えてきているのか？ - 地域間貿易協定
第24回目 海外直接投資は、ただ海外の株や債券を買うのと何が違うのか？ - 海外直接投資とM&A
第25回目 外国人労働者は、何故自国以外に労働の機会を求めるのか？ - 労働力の国際移動
第26回目 貿易理論は現実をどこまで捉えられるようになってきたのか？ - 貿易理論の新たな展開
第27回目 何故国家同士は経済的な繋がりから利益を得るにも関わらず、依然として紛争が起きるのか？ - 貿易、紛争と経済成長
第28回目 後半のまとめおよび期末テストについて

履修の注意点
授業はスライド資料を中心に進め、必要に応じて板書をすることもある。授業に用いられるスライドおよび関連資料は事前にOh-o! Meijiクラスウェブにアップロードする予

定である。

準備学習の内容
授業内容をより良く理解するため、授業前に資料や参考書などに目を通し、授業後には復習を行うことが望ましい。
必須科目：ミクロ経済学、マクロ経済学
関連科目：国際経済政策、国際金融論、開発経済学、経済政策原論、産業組織論、金融論、金融政策、現代経済政策

教科書
教科書は特に指定しない、適宜参考書を読むことを勧める。

参考書
伊東恵子・伊藤匡・小森谷徳純『国際経済学15講』（新世社）
伊藤元重『ゼミナール国際経済入門』（日本経済新聞社）
石川城太・椋寛・菊池徹『国際経済学をつかむ』（有斐閣）
田中鮎夢『新々貿易理論とは何か 企業の異質性と21世紀の国際経済』
ヘルプマン、E『グローバル貿易の針路をよむ』（文真堂）
Krugman, P., M. Obsfeld and M. Melitz, International Economics: Theory and Policy, 10th edition, Pearson Education Limited（和訳あり）
Caves, R., J. Frankel and R. Jones, World Trade and Payments: An Introduction, 10th edition, Pearson Education Limited（最新版未訳）

課題に対するフィードバックの方法
講義において課題が出された場合、課題の提出・評価・フィードバックはOh-o! meijiシステム上で行う。
具体的には課題をOh-o! meijiクラスウェブの「レポート」欄に公開し、提出もこちらで受け付ける。さらに、Oh-o! meijiクラスウェブの「レポート」欄にはコメントや

フィードバック機能が付いているので、課題に対するコメントやフィードバックもその機能を利用して行う。
さらなる理解や研究のために必要であれば、オフィスアワーでの対面でのコメントやフィードバックを実施することもある。

成績評価の方法
中間テスト（50%）および期末テスト（50%）の結果を基に、明治大学の評価・評点基準に沿って成績評価を行う。

その他
1. 学生には学ぶ権利があり、教員には教える権利がある。これを邪魔する権利は誰にも無い。
2. 授業中はマナーを守り、私語など、その他授業中に不要あるいは授業の妨げになると思われる行為は慎むこと。場合によっては減点あるいは退室・その後受講を認めない
などの措置を取ることがある。
3. 出席なくして授業内容、国際経済学に関する理解と単位認定は不可能に近い。
4. 授業中にノートパソコンあるいはタブレット端末を利用した授業ノートの作成を認めるが、ノート作成以外の用途には使用しないこと。スマートフォンは授業に必要にな
るものではないため、緊急時以外は使用を控えること。
5. 講義内容（講義資料、課題および試験など）をSNSを含むインターネット上に投稿・アップロード・シェアすること禁ずる。
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科目ナンバー：（PE）ECN341J

現代日本経済論
4単位

3・4年次

兼任講師 藤 原 徹

授業の概要・到達目標
本講義は、日本経済の現状や抱える諸問題について把握し、その対策を経済学的に考える力を涵養することを目的とする。
統計データを基に日本経済の現状を把握すること、ミクロ経済学・マクロ経済学の分析手法を経済問題に応用する方法を習得することが本

講義の到達目標である。

授業内容
以下を予定している。講義の進捗状況によって、若干の変更はあり得る。また、学修効果を考えて、順序の入れ替えもあり得る。

第1回目 イントロダクション
第2回目 日本経済の全体像を把握する
第3回目 市場メカニズムとミクロの政策
第4回目 マクロの政策分析の基礎（1） IS-LM分析
第5回目 マクロの政策分析の基礎（2） AD-AS分析
第6回目 戦後日本の経済成長
第7回目 景気循環
第8回目 雇用の変動と日本型雇用慣行
第9回目 格差問題
第10回目 産業構造の変化と日本型企業経営
第11回目 物価変動とデフレ問題
第12回目 貿易と国際収支
第13回目 為替レートの変動と日本経済
第14回目 グローバル化のなかの日本経済
第15回目 財政問題
第16回目 金融政策
第17回目 社会保障
第18回目 人口構造の変化と日本経済
第19回目 経済活動の都市への集中の要因
第20回目 日本経済と地域の振興
第21回目 地域間補助の経済学
第22回目 自動車交通と環境問題
第23回目 環境問題と税制
第24回目 政策評価
第25回目 余剰分析と政策評価
第26回目 政策評価の事例
第27回目 空き地空き家問題
第28回目 まとめ

履修の注意点
必要なミクロ経済学・マクロ経済学については講義中に復習する予定であるが、それでも不足すると感じる場合には、基本的なミクロ経済

学・マクロ経済学のテキストを自習されたい。

準備学習の内容
（予習）教科書、講義資料の次回講義内容に相当する部分を一読すること。
（復習）教科書、講義ノート等を精読し、演習を行った際には再度復習すること。また、適宜参考文献や統計資料にあたり、理解を深めるこ
と。

教科書
小峰隆夫、村田啓子 最新｜日本経済入門 第6版 日本評論社

参考書
講義資料にて適宜提示する。

課題に対するフィードバックの方法
講義時間内に行う演習については次回講義で解説する。

成績評価の方法
講義時間内の演習（20％）、期末試験（80％）

その他

─ 270 ─



科目ナンバー：（PE）ECN341J

産業組織論
4単位

3・4年次

教授 浅 井 澄 子

授業の概要・到達目標
産業組織論はミクロ経済学を応用して、独占あるいは寡占企業の行動を分析するとともに、市場における弊害を除去するための政策の指針を提供する学問であ

る。換言すれば、産業組織論は応用ミクロ経済学に位置するのみならず、独占禁止法の運用や競争政策の根拠を理論面及び実証面で提示し、理論と現実をつなぐ
役割を担っている。ミクロ経済学を使って、現実に起こっている問題の分析能力を身につけることが本授業の目標である。

授業では、市場構造や企業行動に関する基本部分を学習するとともに、公益事業論、競争政策と独占禁止法の適用というミクロ経済学の現実への適用について
も言及する。また、近年、研究が進んでいるネットワーク産業の一つである情報産業を随時、例として取り上げ、経済理論が企業戦略や政策にどのように適用さ
れているのかについても説明していきたい。

授業内容
第1回 産業組織論の概要と系譜
第2回 企業の理論
第3回 ミクロ経済学の復習：完全競争市場
第4回 ミクロ経済学の復習：独占市場
第5回 市場構造（1）：市場の画定 市場集中度
第6回 市場構造（2）：合併
第7回 市場構造（3）：参入障壁
第8回 市場構造（4）：製品差別化
第9回 市場成果：余剰 効率性 生産性 利潤率
第10回 寡占市場（1）：クールノー・モデル
第11回 寡占市場（2）：シュタッケルベルク・モデル
第12回 寡占市場（3）：ベルトラン・モデル
第13回 寡占市場（4）：製品差別化の競争
第14回 ゲーム理論
第15回 共謀
第16回 参入阻止行動
第17回 垂直的取引制限
第18回 略奪的価格設定
第19回 非価格競争と広告
第20回 価格戦略
第21回 価格差別化
第22回 技術革新
第23回 標準化と知的財産
第24回 情報の経済学
第25回 公的規制（1）：自然独占と伝統的規制
第26回 公的規制（2）：インセンティブ規制
第27回 ネットワーク産業の競争政策
第28回 独占禁止法の概要と全体のまとめ

履修の注意点
ミクロ経済学の手法を使って現実の問題を考えていくので、ミクロ経済学を履修していることを前提とする。講義は基本的に板書で行うが、授業後、パワーポ

イント資料をOh-o! Meijiにアップロードする。この資料には授業では実施しなかった練習問題なども含むので、復習用に活用してほしい。出欠は取らないが、欠
席者は次回の講義までに講義内容を自習しておくこと。また、日頃から新聞を読み、実際の経済事象にも関心を持っておいてほしい。

準備学習の内容
積み重ねが必要なので、前回までの内容を復習しておくこと。

教科書
教科書は指定しない。

参考書
参考書は1回目の講義の際に、それぞれの特徴を含め紹介する。自分に合った参考書を選択し、講義内容の箇所を読み込んでおくこと。
基本的な参考書として以下が挙げられる。
泉田成美・柳川隆（2008）『プラクティカル 産業組織論』、有斐閣アルマ
明城聡・大西宏一郎(2022)『産業組織のエッセンス』 有斐閣
井手秀樹・鳥居昭夫・竹中康治（2010）『入門・産業組織』、有斐閣
小田切宏之(2019)『産業組織論』有斐閣
植草益・井手秀樹・竹中康治・堀江明子・菅久修一（2004）『現代産業組織論』、NTT出版
新庄浩二編（2003）『産業組織論（新版）』、有斐閣ブックス
長岡貞男・平尾由紀子（2013）『産業組織の経済学 第2版』、日本評論社
春名章二（2004）『産業組織論』、中央経済社
また、中級レベルの参考書は、以下のとおりである。
小田切宏之（2001）『新しい産業組織論』、有斐閣
柳川隆・川濱昇編（2006）『競争の戦略と政策』、有斐閣
植草益編（1995）『日本の産業組織』、有斐閣
花園誠（2018）『産業組織とビジネスの経済学』有斐閣

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業中に15分くらいの小テストを3回程度行う。期末に行う筆記試験で80％、小テストの全体で20％として評価する。いかなる理由でも、小テスト欠席者に対

する再試験はない。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN361J

金融論
2単位

3・4年次

教授 小早川 周 司

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、さらにはフィンテックに欠かせないブ
ロックチェーン技術について理解を深めることを通じて、長い目で
見た金融に関する知識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、さらにはブロックチェーンとその要素技術等について解説しま
す。

授業内容
第1回目 イントロダクション：金融と金融取引
第2回目 資金循環統計からみた金融
第3回目 金融機関の役割
第4回目 銀行の機能：貨幣、信用創造
第5回目 銀行の機能：決済の仕組み
第6回目 銀行の機能：貸借対照表、損益計算書
第7回目 金融システムの安定性とプルーデンス政策
第8回目 家計の金融資産選択
第9回目 金融と情報技術の融合（フィンテック）：概論
第10回目 ブロックチェーン（分散型台帳）技術とは何か
第11回目 ハッシュ関数とハッシュ値：基本原理と応用
第12回目 共通鍵暗号と公開鍵暗号（RSA暗号）方式
第13回目 貨幣の将来像：暗号資産、ステーブルコイン、中央銀行

デジタル通貨
第14回目 ラップアップ：多様化する金融サービス

履修の注意点
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。

準備学習の内容
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。

教科書
特に定めません。

参考書
参考文献は、各回の授業において紹介します。

課題に対するフィードバックの方法
課題等へのフィードバックについては、総合的な評価をクラスウェ
ブを通じて全体に対して行うほか、必要に応じて個別のレポートに
対するコメントを1対1で行います。

成績評価の方法
期末試験（80％）、授業貢献度（20％、授業中の課題への貢献度等
を含む）を総合的に勘案し、評価します。

その他
特にありません。

科目ナンバー：（PE）ECN361J

金融政策
2単位

3・4年次

教授 小早川 周 司

授業の概要・到達目標
（目的・狙い）
日本銀行の金融政策をテーマとして、その目標と政策手段を具体的
に解説するとともに、金融政策の効果がさまざまな金融機関・市場
を通じて、企業の投資や家計の消費など実体経済面にどのように波
及していくかについて解説します。また、米欧の金融政策の枠組み
についても、解説します。

（授業概要）
日本銀行の目的と機能、金融政策の独立性と説明責任、金融政策の
目標と手段等について、順次解説します。また、バブル発生以降の
日本銀行の金融政策運営を振り返ります。その後、アメリカの連邦
準備制度等の金融政策の枠組みについて学習し、中央銀行への理解
を深めます。

授業内容
第1回目 イントロダクション：中央銀行とは？
第2回目 金融政策の目的：物価の安定とは？
第3回目 金融政策の独立性・説明責任
第4回目 金融政策の手段
第5回目 金融政策の運営
第6回目 金融政策決定会合の実務
第7回目 金融政策の波及経路
第8回目 日本銀行の金融政策：資産価格の上昇と金融政策
第9回目 日本銀行の金融政策：金融システム危機の発生と金融政

策
第10回目 日本銀行の金融政策：量的金融緩和から包括金融緩和政

策
第11回目 日本銀行の金融政策：量的・質的金融緩和政策
第12回目 アメリカ連邦準備制度の金融政策：概説
第13回目 欧州中央銀行の金融政策：概説
第14回目 ラップアップ：金融政策と中央銀行

履修の注意点
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、ミクロ・マク
ロ経済学の基礎的な内容を修得済みであることを前提として、講義
を進めます。

準備学習の内容
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。講
義では、日本経済新聞等の記事を参照することがありますので、新
聞には目を通すようにしてください。また、非伝統的な金融政策に
関する論文や、海外中央銀行の金融政策についての英語の文献を紹
介することもあります。期末試験に際しては、これらの文献をしっ
かりと読んでおいてください。

教科書
特に定めません。

参考書
参考文献は、各回の授業において紹介します。

課題に対するフィードバックの方法
課題等へのフィードバックについては、総合的な評価をクラスウェ
ブを通じて全体に対して行うほか、必要に応じて個別のレポートに
対するコメントを1対1で行います。

成績評価の方法
期末試験（80％）、授業貢献度（20％、授業中の課題への貢献度等
を含む）を総合的に勘案し、評価します。

その他
特にありません。
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科目ナンバー：（PE）ECN361J

国際金融論
4単位

3・4年次

教授 勝 悦 子

授業の概要・到達目標
わが国および国際的な金融・通貨問題について、現実に起きた事象を分析し、その理解を深めると同時に理論的枠組みを理解することを目的と

する。学生一人一人が国際金融問題について課題設定し、それを分析し、論文作成ができるレベルを到達目標とする。

授業内容
「国際金融論」と一口にいっても幅広い。それは、1）「金融論」を開放経済に拡張した領域、2）「マクロ経済」を開放経済に拡張した領域、

3）貿易論など「国際経済学」の一部を構成する領域、といった異なる側面を持つ。本講義は、そのうち「金融論」および「マクロ経済学」を開
放経済に拡張した領域と解釈したアプローチで行う。こうした観点からは、国際金融論は世界の経済情勢、政治情勢を常に把握する必要のある、
極めて現実的かつチャレンジングな分野であると言える。

講義の前半では、国際収支のマクロ経済学的意味合い、為替レートとマクロ経済、マンデル＝フレミング・モデル、為替レートの決定理論など
の理論的フレームワークを概説する。また、国際通貨システムの歴史や制度的枠組みについても検討する。

講義の後半では、前期の基本的な講義をベースとして、＜1＞金融のグローバリゼーションと BIS 規制、＜2＞ EU の通貨統合、＜3＞国際的
マネー・フローの変化と通貨危機、＜4＞中国人民元を含む新興諸国通貨制度、＜5＞世界金融危機と国際金融システムの安定性、＜6＞欧州の
ソブリン危機などについて講義を行う。
第1回 イントロダクション国際金融論とは何か
第2回 国民所得と経常収支GNP と GDP 経常収支と貯蓄・投資
第3回 経常収支と対外資産、経常収支の4つの側面
第4回 国際収支表の作り方
第5回 3極の国際収支の動向、グローバルインバランスについて
第6回 外国為替市場と為替レート、外国為替市場の仕組み
第7回 外国為替介入と金融政策
第8回 先渡し相場とカバー付き金利平価
第9回 為替制度と金融政策金本位制のメカニズム
第10回 リスクヘッジのための為替市場、スワップ、オプション
第11回 為替レートの決定理論（長期的理論）購買力平価（PPP）
第12回 為替レートの決定理論（短期的理論）アセットアプローチ
第13回 為替レートとマクロ経済弾力性アプローチ、J カーブ効果
第14回 マンデル＝フレミング理論
第15回 為替制度の歴史（1）第一次世界大戦以前の通貨システム
第16回 わが国の通貨制度の歴史
第17回 ブレトンウッズ体制と変動相場制、政策協調のあり方
第18回 欧州統合について（1）：歴史的経緯と深化
第19回 欧州統合について（2）：通貨制度、EMU と東西ドイツ統合
第20回 欧州統合について（3）ユーロシステムの金融政策
第21回 金融のグローバル化（1）：プロセスと効用
第22回 金融のグローバル化（2）：BIS 規制
第23回 ブルーデンス政策：金融規制の国際標準
第24回 通貨危機（1）：理論、および通貨の交換性と資本取引規制
第25回 通貨危機（2）：アジア諸国の通貨制度と金融政策
第26回 通貨制度と金融政策：中国元、エマージング諸国の金融経済問題
第27回 サブプライムローン危機：プロセスと原因
第28回 欧州のソブリン危機、国際金融システムの安定性、IMF の役割

履修の注意点
金融経済論、国際経済学、日本経済論、国際経済政策を履修することが望ましい。

また、応用的な講座として、「ビジネスと市場リスク」を、金融先物取引業協会の冠講座として、秋学期の「応用総合講座（コーディネーター：
勝 悦子）」で提供しているので、興味がある方はあわせて受講されたい。

準備学習の内容
指定した教科書の該当する章を必ず読んでおくこと。
復習として、該当する章の問題をしておくこと。

教科書
勝 悦子（2011）『新しい国際金融』有斐閣

参考書
バリー・アイケングリーン『国際金融アーキテクチャーポスト通貨危機の金融システム改革』（監訳：勝 悦子）東洋経済新報社
高木信二『入門国際金融第2版』日本評論社
その他資料を配付する。

課題に対するフィードバックの方法
各回の課題については、その次の授業でフィードバックする。

成績評価の方法
レポート作成 50％
期末試験 50％
授業時間中に作成提出した課題のポイントを上乗せする。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

経済地理学
4単位

3・4年次

教授 廣 松 悟

授業の概要・到達目標
経済地理学の体系的理解を目指したこの講義では、その理論・実証の両面に通底する広範な分野の紹介を行うことになる。まずは、我々の日々の生活諸条件を物質的に構成

している都市空間に対する様々なアプローチの方から若干詳しく検討し始めることとし、通常考えられているよりも遥かに多く状況依存的な産物である我々の日常的都市生活
活動とその物的および社会経済的基盤に対する客観的分析の能力と、空間を明示的に分析枠組みの中に取り込んだ経済ダイナミクスの理解の双方にに努める。

授業内容
1．イントロダクション
2．経済地理学の課題・方法・視角（1）

経済学的方法と地理学的視角
3．経済地理学の課題・方法・視角（2）

地域・ローカリティ研究の射程とその意義
4．都市システムと経済の空間的連関（1）

方法としての都市
5．都市システムと経済の空間的連関（2）

中心地論（クリスターラーモデル、等）とその射程
6．都市システムと経済の空間的連関（3）

中枢機能とその立地変動
7．都市システムと経済の空間的連関（4）

世界都市システム論と世界都市の空間構造
8．都市システムと経済の空間的連関（5）

世界都市システム論と世界都市の歴史的動態
9．都市農村関係（1）

都市からみた農業と農村
10．都市農村関係（2）

チューネンモデルとその現代的意味
11．都市農村関係（3）

アーバンフリンジについて
12．農業空間とその固有の論理（1）

グローバル農業の展開とその限界
13．農業空間とその固有の論理（2）

モンスーンアジア・水田稲作農業とその特殊性
14．レポート課題の提示とその説明
15．製造業の構成とその空間的ダイナミズム（1）

工業空間のグローバル変動とその要因
16．製造業の構成とその空間的ダイナミズム（2）

ウェーバーモデルと集積の論理
17．製造業の構成とその空間的ダイナミズム（3）

現代企業の立地決定論
18．製造業の構成とその空間的ダイナミズム（4）

プロダクト・サイクルと工業集積空間の形成
19．製造業の構成とその空間的ダイナミズム（5）

グローバリズムとローカリゼーション
20．製造業の構成とその空間的ダイナミズム（6）

US 自動車製造業の歴史とその立地変動
21．経済のサービス化とその空間的含意（1）

国際的労働力移動とその地域的諸背景
22．経済のサービス化とその空間的含意（2）

「世界都市」再論
23．経済のサービス化とその空間的含意（3）

商業集積の論理と現代都市商業空間の変容
24．経済地理学と地域政策（1）

地域格差諸論＜1＞
25．経済地理学と地域政策（2）

地域格差諸論＜2＞
26．経済地理学と地域政策（3）

経済成長と地域格差形成・まとめ
27．経済地理学と地域政策（4）

戦後日本の経済成長と地域格差形成
28．経済成長と地域の自立的発展

「移出主導型」地域経済モデルとその含意ほか

履修の注意点
学科・コースを問わず、生活の場としての「地域」や「都市」に関する様々なトピックについて、できるだけ具体的な関心を抱いていることを最大の条件としたい。

準備学習の内容
講義内容の正確な理解と運用を図るため、講義終了時に関連する問題を提示し次週開始時に解答およびその補足を適宜行う、ので、そのための積極的な対応が求められる。

教科書
教科書については特に定めず、適宜参考文献表やプリント類を配布する。

参考書
参考資料及び文献は、講義開始時を含めその都度指示し、数回にわたって詳細リストを配布する。

課題に対するフィードバックの方法
適宜数回にわたり、このオーメイジ上で進行箇所までの質疑応答を実施する。

成績評価の方法
レポート、学期末筆記試験を行い、それらの総合評価とする。なお、各課題の「重み付け」については、初回ガイダンスで詳しく言及するので、単位取得希望者は必ず出席

のこと。この回の説明は後には繰り返さない。

その他
関連科目である「地域開発論」及び「地域振興論」（隔年開講各2単位）とのセット履修が望ましい。
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

地域開発論
2単位

3・4年次

兼任講師 梶 田 真

授業の概要・到達目標
そもそも、地域開発とはどのような行為なのでしょうか。また、

効果的な地域開発を考えていくためにはどのような問題を考慮して
いかなければならないのでしょうか。

本講義では、主としてマクロな理論、グローバルな現象に焦点を
あてながら地域開発について考えていきたいと思います。具体的に
は、地域開発をめぐる主要なトピックスについて、日本を含めた世
界各地の具体的な問題・取り組みを取り上げながら検討を進めてい
くことで、地域開発を捉えるための幅広い視野を獲得することを目
標としています。

（注意：春学期の「地域開発論」の内容と冬学期の「地域開発論」
の内容は同一です）

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 地域開発に関係した諸概念
第3回目 東アジアの「奇蹟」と影
第4回目 発展なき成長論
第5回目 グローバル化と地域
第6回目 「地域の競争力」をめぐって（1）
第7回目 「地域の競争力」をめぐって（2）
第8回目 中心地域と周辺地域
第9回目 農業生産における先進国と途上国の関係
第10回目 先進国における農業・農村開発
第11回目 開発と資源管理：コモンズをめぐる議論（1）
第12回目 開発と資源管理：コモンズをめぐる議論（2）
第13回目 地域開発をめぐる政治経済学（1）
第14回目 地域開発をめぐる政治経済学（2）

履修の注意点
特別な事前準備は不要ですが、できるだけ多くの統計や地図など

の資料を提示しながら話を進めて行きますので、現場を想像しなが
ら、当事者になったつもりで地域開発の問題を考えてみて下さい。

準備学習の内容
特に予習の必要はありませんが、授業で取り扱った地域や事項に

ついて各自で調べていってもらうと理解が深まると思います．

教科書
特に指定しません。できるだけパワーポイントのハンドアウトを

配布するようにしたいと思います。

参考書
必要があれば授業中に指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
原則として期末レポートで評価します。

その他
特になし

─ 275 ─



科目ナンバー：（PE）ECN391J

中小企業論
4単位

3・4年次

教授 森 下 正

授業の概要・到達目標
ベンチャー・中小企業による産業の苗床機能の発揮が、先進諸国のみならず、発展途上国でも期待されている。なぜなら、今日のホンダやソニーも、創業当初は小さな町工場からスタートし、

絶え間ない技術革新と製品開発によって、一大産業を築いたからである。また、経済の国際化、サービス化、高度情報化と人口の高齢化など、企業を取り巻く経済環境は変化し続けている。そこ
で、企業活動を軸とした現実世界を十分に観察し、経済の本質と企業経営の実態を解明する。

（授業の目的）
本講義では、ベンチャー・中小企業の理論と実態の論述を行う。まず、現実のベンチャー・中小企業の実態と問題を解明するために必要な理論的分析視点とベンチャー・中小企業を取り巻く経

営課題を解決するための手法を学ぶ。また、経済発展、経済環境変化、産業構造転換と中小企業経営との関係を産業別に理論と実証の側面から詳述する。さらに、ベンチャー・中小企業集積地の
実態や企業経営を行うために必要なマネジメントの手法（カイゼン活動、マーケティング、ロジスティクスなど）、企業経営者に必要な能力と資質および技術的な方法などについて、講義を進め
る。特に、産業集積地の産業風土、中小企業等協同組合を中心とした連携・組織化活動、産学官の連携活動及び中小企業金融の実態を解明する。また、ベンチャー・中小企業の経営者像、創業・
新事業創造に至るプロセスなどを学ぶことによって、中小企業経営を遂行する上で必要な視点を学ぶ。

（到達目標）
地域産業、中小企業の経営革新等に資する政策立案能力、実際に企業経営を行うにあたっての基本的なマネジメントの考え方と手法を身につける。具体的には、以下の5つの点についての習得

を目指す。

1）現実のベンチャー・中小企業の実態と問題を解明するために必要な理論的視点
2）現実のベンチャー・中小企業が抱える問題を解決するための手法
3）ベンチャー・中小企業の産業集積地の実態
4）企業経営を行うために必要なマネジメントの手法
5）企業経営者に必要な能力と資質および技術的な方法

授業内容
第1回から第14回までは、ベンチャー企業を含む中小企業の理論的分析視点とベンチャー・中小企業の経営実態と課題を明らかにし、かつその解決策について学習し、第15回以降、実際の企業

経営に役立つベンチャー・中小企業の経営戦略について学んでいく。

第1回：イントロダクション（中小企業論の視座）
第2回：革新的な中小企業の経営特質と課題
第3回：中小企業問題と中小企業政策
第4回：中小企業組合等連携組織の理論と新実践
第5回：中小企業の連携・組織化政策の新展開
第6回：グルーバル時代における中小企業経営
第7回：中小製造業の経営特質と史的展開
第8回：中小製造業と産業クラスター
第9回：中小製造業のものづくり力向上への挑戦
第10回：中小物流業の経営特質と史的展開
第11回：中小物流業のロジスティクス新展開
第12回：中小流通業の経営特質と史的展開
第13回：中小流通業と大手流通チェーンの行方
第14回：中小サービス業の生産性向上と高付加価値化
第15回：規制改革と中小企業の生き残り戦略
第16回：中小企業による環境経営
第17回：中小企業金融の実態と課題
第18回：AI/IoT・DX化に伴う中小企業経営
第19回：少子高齢社会における中小企業の人材育成
第20回：地方創生と中小企業経営
第21回：企業家精神と産業風土
第22回：ベンチャー・中小企業の新規創業
第23回：ベンチャー・中小企業による新事業創造
第24回：ベンチャー・中小企業のマーケティング戦略
第25回：ベンチャー・中小企業のブランド戦略
第26回：ベンチャー・中小企業のロジスティックス戦略
第27回：ベンチャー・中小企業のSDGs
第28回：ベンチャー・中小企業の経営再構築

履修の注意点
産業、地域経済、経済政策、財政政策などに関する科目、「産業組織論」「地域産業論」「地方財政論」「財政学」「地域政策論Ⅶ」「地域政策論Ⅷ」「労働経済学」「経済政策」「地方財政論」「人口

学」「産業心理学」を履修することで、講義の理解を深めることの手助けとなる。

準備学習の内容
予習として、事前にOh-o! Meiji Systemを通じて配布される講義用資料をダウンロードし、プリントアウトをして授業時に持参するようにしておくこと。また、授業内容に合わせて、講義用資料

や教科書を事前に熟読して授業に臨むこと。また、復習として、配布されたレジュメおよび授業中にメモしたノートを利用して、当該授業を振り返り、当該授業時及び当該授業後に行う確認テス
トで回答できるようにしておくこと。

教科書
授業の予習、復習用として、次の2冊を教科書として使用する。

『多様性と持続可能性の視点で考える中小企業論』安藤信雄著、2021年
『空洞化する都市型製造業集積の未来～革新的中小企業経営に学ぶ～』森下 正著、同友館、2008年

参考書
授業の理解を深めるため、次の3冊を参考書として使用する。

『新協同組織革命』百瀬恵夫著、東洋経済新報社、2003年
『15マネジメント基本全集 ベンチャービジネス（ベンチャリング）；ベンチャービジネスとマネジメント』今村哲・森下正編著、学文社、2006年
『中小企業白書 2023年版』中小企業庁編、2023年

課題に対するフィードバックの方法
アンケート機能の（総合）コメントを通じて、履修者全員に課題に対するポイントを解説する。

成績評価の方法
成績は、授業中及び授業終了後に実施する課題アンケート（50点）、期末レポート（25点）、期末試験（25点）の合計（100点）によって、総合的に評価する。
なお、課題アンケートの一部は授業時間内に実施する。また、中小企業の経営実態を理解するための映像を視聴した感想文の作成を行う。課題アンケートはすべてOh-o! Meijiのアンケート機能

を通じて、提出する方法をとる（指定提出期間外での提出は不可）。

その他
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

地域産業論
4単位

3・4年次

教授 奥 山 雅 之

授業の概要・到達目標
産業あるいは個々の企業は、地勢や地域の資源、人材、他の企業や大学などの存在、自治体の政策などによって大きな影響を受ける。一方、

地域産業は雇用や税収、地域住民に必要な製品やサービスの提供など、地域の持続的発展に大きな役割を担っている。さらには、グローバル
化の進展のなかで、世界的な地域間競争が活発化し、地域産業の果たす役割はむしろ高まっているといえよう。

この講義では、地域の持続的発展の担い手である地域産業を実証的に捉えるとともに、グローバル化の中でも個性的な製品・サービスの創
造や地域課題の解決を図ろうとする地域産業のあり方や、地域産業と地域づくりの関係について考察する。

この講義は、「基礎編」と「実践編」に分かれており、両者を交互に講義していく。「基礎編」では、地域産業に関わる基礎的な理論を学習
する。「実践編」では、地域産業の実態を様々な統計を紹介しながら概観するとともに、地域の事例、政策の事例を多く取り上げながら、「地
域産業における課題は何か」「その解決策は？」などについて考えていく。

到達目標は、地域と産業についての関係性を理解し、地域における産業の役割を深く認識するとともに、各地の産業の実態や課題を把握し、
解決に向けた構想力を身につけることである。

授業内容
第1回（基礎編）：なぜ地域産業論を学ぶのか─地域産業論はセミ・マクロのリアルな経済学─
第2回（実践編）：集団間・地域間競争と繊維・アパレル産業
第3回（基礎編）：農業立地と土地利用─輸送費と地代が土地利用を決める─
第4回（実践編）：アパレル業の競争力低下とOEM・ODM事業
第5回（基礎編）：工業立地と輸送費─工場の立地はどのように決まるのか（1）─
第6回（実践編）：アパレル業の販売チャネルの変遷
第7回（基礎編）：工業立地と労働費─工場の立地はどのように決まるのか（2）─
第8回（実践編）：新たな競争局面としてのSDGsへの対応
第9回（基礎編）：工業立地と集積─工場の立地はどのように決まるのか（3）─
第10回（実践編）：衣料品生産における地域間競争の構図─国内外をめぐる縫製業の量と質に基づく分業と競争─
第11回（基礎編）：柔軟な専門化と取引費用─複数の企業が集まることの強み─
第12回（実践編）：日系縫製業者にみる海外生産の変化と集団間・地域間競争─中国生産の変化とASEANへの進出─
第13回（基礎編）：産業クラスターと地域の競争優位─地域内の企業間競争は促進すべきか─
第14回（実践編）：生産の海外化にともなう集団間競争と自社工場のジレンマ─海外の縫製・加工工程をめぐる集団間競争と地域間競争─
第15回（基礎編）：イノベーションと地域産業─イノベーションを生み出す地域とは─
第16回（実践編）：海外分工場の革新の困難性とその克服─地域間分業を行う縫製・加工業に内在する地域間競争─
第17回（基礎編）：複合型集積と都市─都市の原理と課題─
第18回（実践編）：中小テキスタイル業の海外市場開拓にみる地域間競争─企業家活動、マーケティング、生産・開発の変化─
第19回（基礎編）：近接性とイノベーション─「近い」にはさまざまな意味がある─
第20回（実践編）：遠州別珍・コーデュロイ産地の競争力再生─下請産地から企画提案型産地への転換─
第21回（基礎編）：オフィスの立地─オフィスはどこに立地するのか─
第22回（実践編）：山形横編ニット産地の競争力再生─企画・デザイン、製品流通機能の包摂─
第23回（基礎編）：商業集積の理論─消費者の買物構造と地域商業の課題─
第24回（実践編）：郡内織物産地の競争力の再生─資源、制度・組織、企業家活動による高付加価値化─
第25回（基礎編）：クリエイティブ産業集積の理論─クリエイティブ・クラスはどこに住むのか─
第26回（実践編）：第三の地域産業問題：郊外問題,多摩地域
第27回（基礎編）：地域産業政策の変遷と地域産業─国土の均衡ある発展を超えて─
第28回（実践編）：大都市圏型産業集積の課題,東京都大田区

履修の注意点
産業に対する問題意識や提言力を身につけるため、日頃より新聞の経済・産業関連記事に接することが望まれる。
関連科目には「中小企業論」「地域政策論」「協同組合学」「経済地理学」などがある。あわせて履修することが望ましい。
また、応用的な講座として、地域産業の次世代承継を検討する「応用総合講座E・V（コーディネーター：奥山雅之）」もあわせて受講され

たい。

準備学習の内容
事前に、本シラバスの授業内容の欄に示した用語を辞典等で調べておくこと。復習として、配布するレジュメに示す「課題」を実施するこ

と。

教科書
『繊維・アパレルの集団間・地域間競争と産地の競争力再生』奥山雅之ほか編著（文眞堂）2022年

参考書
『Basis地域産業論─産業の立地と集積─』奥山雅之（清明書院）2021年

課題に対するフィードバックの方法
課題のうち解説が必要なものについては、課題が提出された次の回の講義で解説する。

成績評価の方法
講義内レポート（30％）、期末試験（70％）

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

人口学
4単位

3・4年次

講師 鎌 田 健 司

授業の概要・到達目標
人口学は、その名の通り「人口」を研究対象とする学際科学である。人口学の研究分野は、人口の規模・構造・変化や人口変動要因である

死亡・出生・人口移動を研究対象とする「形式人口学」と経済・社会・政治との関係や生物学的側面や歴史的側面などを研究する「実体人口
学」（応用人口学・人口研究）に分けられる。

本講義では、「形式人口学」における人口統計や人口学の基礎概念・分析手法の習得を基本に起きながら、少子高齢化・人口減少が進行する
日本の人口動向を中心に、国際比較や社会経済的環境との関係、個人のライフコース選択など「実体人口学」についても取り上げ、人口を学
術的に理解することを目指す。

授業内容
第1回目 イントロダクション：少子高齢化・人口減少社会
第2回目 人口学の基礎概念と分析法（1）人口統計の種類、人口の種類、人口ピラミッド（課題1）
第3回目 人口学の基礎概念と分析法（2）人口学的方程式、人口増加率、人口学的率の考え方
第4回目 人口学の基礎概念と分析法（3）年齢別率、期間・コーホート観察、レクシス図
第5回目 人口学の基礎概念と分析法（4）普通（粗）率・人口増加率の要因分解
第6回目 世界の人口からみた日本（1）人口指標の国際比較
第7回目 世界の人口からみた日本（2）人口開発問題
第8回目 人口転換理論（1）古典的人口転換理論・第二の人口転換（課題2）
第9回目 人口転換理論（2）日本の人口転換
第10回目 死亡分析（1）生命表・平均寿命・健康寿命（課題3）
第11回目 死亡分析（2）標準化指標・生命表分析・イベントヒストリー分析
第12回目 出生分析（1）生物・行動学的近接要因・自然出生力
第13回目 出生分析（2）出生力指標・出生率の要因分解・少子化（課題4）
第14回目 出生分析（3）結婚構造の変化・未婚化・晩婚化・非婚化
第15回目 出生分析（4）結婚・家族に関する意識の変化（課題5）
第16回目 出生分析（5）就業行動と女性のライフコース
第17回目 人口移動分析（1）国内人口移動・東京一極集中と地方創生
第18回目 人口移動分析（2）地域人口分布の変化・地域人口増加率の要因分解
第19回目 人口移動分析（3）国際人口移動・外国人労働者と社会統合政策
第20回目 人口モデルとその応用：安定人口モデル・人口モメンタム・多地域人口モデル
第21回目 将来人口推計・将来世帯数の推計（1）社人研・国連の将来人口推計（課題6）
第22回目 将来人口推計・将来世帯数の推計（2）世帯数の将来推計
第23回目 経済社会への影響と政策対応（1）社会保障制度への影響
第24回目 経済社会への影響と政策対応（2）マクロ経済への影響
第25回目 経済社会への影響と政策対応（3）少子化対策・高齢対策
第26回目 空間人口学（1）小地域人口統計・GISの利活用
第27回目 空間人口学（2）空間統計学を用いた人口分析事例
第28回目 講義のまとめ

履修の注意点
講義では、毎回の内容に関する「問い」への回答を以て授業への参加度を評価し、具体的な分析手法に関する課題の提出を以て実践的側面

を評価し、最終的にレポート提出を以て自分で考える力を評価する。講義資料は紙芝居のように基本的に図表のみで構成されていることから、
毎回講義に出席し、内容についてメモを取り、わからないところは質問するなど積極性が必要である。

準備学習の内容
毎回の講義では、内容に関する「問い」を設定し、出席票に記載して提出するという形で授業への参加度を評価する。講義資料は前週には

クラス・ウェブに掲載するため、内容の確認と予習を行うことが望ましい。

教科書
とくに指定しない。適宜紹介する書籍や学術論文を補助教材とする。

参考書
『人口学への招待』河野稠果（中公新書）2007年
『現代人口学』阿藤誠（日本評論社）2000年
『人口減少と少子化対策』高橋重郷・大淵寛編著（原書房）2015年 など

課題に対するフィードバックの方法
6回の課題を予定しており、(a)データを入手し、エクセル等で作成するものと、(b)意見を収集するものがあり、(a)については習得するこ

とが望ましいため、内容を確認した上で、クラス・ウェブを通じたフィードバックを行う。

成績評価の方法
授業への参加度（30％）、課題の提出（30％・全6回）、期末レポート（40％）

その他
PCを持参しての資料の確認ならびにメモの作成、課題への取組を推奨する。
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

労働経済学
4単位

3・4年次

教授 原 ひろみ

授業の概要・到達目標
この授業では、日本の労働市場の現状とその背後にあるメカニズムを理解することを目指す。
少子高齢化、デジタル化の進展など経済社会環境が変化するなかで、日本の労働市場は様々な課題に直面している。講義では、このような

労働市場の現状を官庁統計データやアンケート調査の集計・分析結果、ヒアリング調査による具体的な事例を紹介しながら解説するとともに、
労働市場の仕組みや事象が発生するメカニズムを経済学の理論的フレームワークを用いて説明する。

授業の到達目標は以下2点である。
1. 日本の労働市場の現状を理解する。
2. 労働市場の仕組みや今起こっていることを経済理論を使って説明できる。

授業内容
第1回 a：イントロダクション
第2回 労働経済学を学ぶための基礎概念
第3回 労働供給：基礎
第4回 労働供給：発展
第5回 労働需要：基礎
第6回 労働需要：発展
第7回 雇用と賃金の決まり方
第8回 データでみる日本の労働市場
第9回 雇用調整
第10回 雇用調整と労働法
第11回 若者の雇用：基礎
第12回 若者の雇用：発展
第13回 高齢者の雇用
第14回 中間総括
第15回 賃金格差：基礎
第16回 賃金格差：発展
第17回 日本的雇用システムとその変化
第18回 年功賃金システム：基礎
第19回 年功賃金システム：発展
第20回 成果主義：基礎
第21回 成果主義：発展
第22回 昇進システム
第23回 長期雇用システムとその変化
第24回 失業：基礎
第25回 失業：発展
第26回 労働市場における男女差：基礎
第27回 労働市場における男女差：発展
第28回 総括

履修の注意点
労働経済学は経済学の応用分野であるため、ミクロ経済学とマクロ経済学の基礎的な知識があることが望ましい。

準備学習の内容
参考書の関連部分に事前に目を通しておくことが望ましい。また、毎回の授業後には授業ノートや配布資料の復習を行うこと。

教科書
『労働経済学入門（新版）』、太田聰一・橘木俊詔（有斐閣）．

参考書
『日本の人事を科学する』、 大湾秀雄（日本経済新聞社）．
『労働経済学入門』、 大竹文雄（日経文庫）．

課題に対するフィードバックの方法
中間総括および総括の際に、授業内で全体講評を行うことで、フィードバックをする。

成績評価の方法
授業への参加度10%、中間試験30%、期末試験60%

その他
授業中は私語をしないこと。
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

社会保障論
4単位

3・4年次

教授 加 藤 久 和

授業の概要・到達目標
〈授業の概要〉

社会保障制度の役割や内容にとどまらず、広く社会保障を支える枠組みとしての財政や租税制度、年金・医療・介護などの社会保険に関する経済学的な分析、所得分配と公
平性、少子化問題の分析、さらには社会保障制度改革のあり方などについても学ぶ。

〈授業の到達目標・テーマ〉
社会保障制度は、病気やケガ、高齢、失業、貧困などさまざまなリスクに直面した際に必要となる社会的な仕組みであり、我々の生活に欠かせないものである。最近では、

公的年金制度や医療・介護保険制度の見直しなどが政策課題となっているが、これらは社会保障制度の柱である。また、格差や所得再分配などに関しても、社会保障制度の枠
組みの中で考えていくべき政策課題である。

社会保障制度を考える際には、幅広い視点が必要になる。授業では経済学的視点からのアプローチが中心となるが、財政との関連性、雇用や労働市場などとの関係、少子高
齢化など人口問題からの見方、国際比較の視点などが欠かせない。以上の多様な視点から、社会保障の仕組み・現状・課題を総合的に理解することが授業の到達目標となる。

授業内容
1. 社会保障論イントロダクション-講義計画と講義の目的
2. 社会保障制度とその理念・歴史・現状（1）
3. 社会保障制度とその理念・歴史・現状（2）
4. 近年の人口動向：少子高齢化と人口減少
＜社会保障制度の概要＞
5. わが国の社会保障制度（1）：医療保険
6. わが国の社会保障制度（2）：年金保険
7. わが国の社会保障制度（3）：介護保険
8. わが国の社会保障制度（4）：労働保険
9. わが国の社会保障制度（5）：生活保護
＜公共政策とその課題＞
10. 財政の現状と財政構造改革の必要性
11. 少子化問題とその対策／少子化の経済分析
12. 医療提供体制とその課題
13. 財政構造改革と社会保障
14. 地方創生と東京一極集中
15. 外国人労働者とその受入れについて
＜諸外国の社会保障制度＞
16. 諸外国の社会保障制度（1）
17. 諸外国の社会保障制度（2）
18. 統計から見た社会保障の国際比較
＜社会保障制度の経済分析＞
19. 厚生経済学と保険の考え方
20. 情報の非対称性と社会保障
21. 分配と再分配の経済分析
22. 医療と医療保険の経済分析：医療経済学入門
23. 年金の経済学：公的年金の必要性
24. 年金の経済学：年金財政の分析
＜貧困と格差の経済分析＞
25. 日本と世界の貧困問題
26. わが国の格差問題
27. 貧困と格差の経済分析
＜講義のまとめ＞
28. 講義のまとめ

履修の注意点
この講義では履修人数に関わらず、可能な限り講義内でディスカッションを行う。また、経済学全般の基礎的知識や財政等に関する社会的動きへの関心は、この講義では必須
となる。新聞等に日常的に接していることは重要である。

準備学習の内容
授業ではディスカッション等も行うので、事前に講義のレジュメ等を読むことや講義に際して推奨する参考文献を読んでおくこと。

教科書
テキストは特に定めない。講義に即したレジュメや必読文献等を Oh-o! Meiji System クラスウェッブに掲載する。

参考書
以下は参考書であり、適宜参照してほしい。

椋野美智子、田中耕太郎（2022）『はじめての社会保障（第19版）』有斐閣。
社会保障入門編集委員会編（2022）『社会保障入門2021』

（上記2冊は社会保障制度の入門書であり、2023年版が刊行される予定）
小塩隆士（2013）『社会保障の経済学 第4版』日本評論社。

（社会保障を経済学の視点から学ぶためには最適の書）
駒村康平、山田篤裕他(2015)『社会政策 福祉と労働の経済学』有斐閣。

（社会保障制度を含め、社会政策全般（労働市場など）に関するすぐれたテキスト。やや高度な内容も多い。）
加藤久和（2011）『世代間格差』（ちくま新書）筑摩書房。
加藤久和（2014）『社会政策を問う－国際比較からのアプローチ』明治大学出版会

（この講義のために購入する必要はありません。図書館などで参照してください。）

課題に対するフィードバックの方法
課題等を課した場合、その解答等について講義などを通じて示す。

成績評価の方法
定期試験（70％）、中間レポート等（30％）によって成績を決定する。

その他
授業では、できるかぎり教壇からの一方通行にならないようにしたい。そのためにも受講する学生諸君の積極的な議論への参加を期待している。
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

協同組合学
4単位

3・4年次

教授 大 高 研 道

授業の概要・到達目標
《授業の概要》

今日、世界的な金融・財政危機、環境問題、少子高齢化、不安定雇用、地域紛争など、私たちの経済・社会生活はその根幹をゆるがすさまざまな課題に直面し
ている。いまこそ、地域における協同と連帯によってこれらの問題を解決することが求められている。19世紀前半に英国において誕生した協同組合の取り組み
は、その後、日本を含む世界中の国々に広がっていった。近年では、国連による国際協同組合年宣言（2012年）、ユネスコ無形文化遺産登録（2016年）など、そ
の存在意義と果たす役割への期待は高まっている。また、2020年のコロナ禍において42年ぶりの協同組合関連法である「労働者協同組合法」が成立し、2022年10
月に施行された。本講義では、社会的な事業体としての協同組合の歴史・現状・課題の考察を通して、新たな社会経済システム構築に果たす協同組合の役割と可
能性について共に考えたい。

《到達目標》
商業的世界が日常生活の隅々を支配している今日、私たちは「消費者」として他者と接する場面が多い。身近な地域の暮らしの現実の中で生成するさまざまな

問題（現代的課題）に対応している協同組合は、商品・サービスを媒介としながらも、単なる「消費者」を超えた「生活当事者」としての視点に立った事業・運
動に取り組んできた。本講義では、地域社会を基盤とした協同組合の位置と役割について理解することを第一義的な目的とするが、その学びの先には、「閉じら
れた関係性」のなかに生きる現代人の生活（暮らし）や労働のあり方を含めた自らの生き方そのものについて、一定程度のビジョンを提示できるようになること
をも目指している。

授業内容
本講義は「協同組合とは何か（基礎編）」（第1回～10回）、「協同組合実践論」（第11回～18回）、「現代社会経済システムと非営利･協同論」（第19～28回）の三

部構成からなる。
第1回目 協同組合とは何か
第2回目 現代協同組合論の射程
第3回目 協同組合の歴史と思想（1）
第4回目 協同組合の歴史と思想（2）
第5回目 協同組合の国際的展開（1）
第6回目 協同組合の国際的展開（2）
第7回目 世界の協同組合の新潮流（1）
第8回目 世界の協同組合の新潮流（2）
第9回目 わが国の協同組合の歴史（1）
第10回目 わが国の協同組合の歴史（2）
第11回目 生産者協同組合の実践（1）
第12回目 生産者協同組合の実践（2）
第13回目 利用者協同組合の実践（1）
第14回目 利用者協同組合の実践（2）
第15回目 労働者協同組合の実践（1）
第16回目 労働者協同組合の実践（2）
第17回目 協同労働と協同組合（1）
第18回目 協同労働と協同組合（2）
第19回目 経済のグローバル化と非営利･協同経済
第20回目 福祉国家再編下における非営利･協同組織
第21回目 NPOの歴史と制度
第22回目 NPOから社会的企業へ
第23回目 社会的排除問題と社会的企業（1）
第24回目 社会的排除問題と社会的企業（2）
第25回目 変容するコミュニティと社会的企業（1）
第26回目 変容するコミュニティと社会的企業（2）
第27回目 社会的経済･連帯経済論と協同組合
第28回目 まとめ

履修の注意点
・本講義ではグループ討論･報告を実施する。討論への参加姿勢も成績評価に含まれる。
・必要性が認められたケース以外では、講義中のウェアラブル端末（スマートフォン等）の使用は禁ずる。漢字・用語等を調べたい場合は電子辞書等を使用する
こと。

準備学習の内容
《予習》
・毎回の講義の最後に、次回講義のテーマおよびキーワードについて触れるので、最低限の言葉の意味と背景について調べておくこと。

《復習》
・毎回の講義終了後、①「学んだこと」、②「疑問に思ったこと・さらに学びたいこと」の2点を整理しておくこと。これらについては、3部構成の各部の終わ
りに質疑応答・意見交換の時間を設ける。

教科書
特になし。

参考書
・中川雄一郎(2018)『協同組合のコモン・センス』日本経済評論社
・中川雄一郎・杉本貴志編著/全労済協会監修（2012）『協同組合を学ぶ』日本経済評論社
・藤井敦史・原田晃樹・大高研道編著（2013）『闘う社会的企業』勁草書房

課題に対するフィードバックの方法
毎回の講義冒頭に、前週講義に対する質問・疑問点等について解説および意見交換を行う。

成績評価の方法
試験80％、平常点20％（毎回の出席が前提となる。それゆえ、出席したからといって加点されることはない。ただし、欠席は減点の対象となる）。

その他
対話型の講義を重視する。グループ討議や質問・発言などを通して積極的に参加してほしい。
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科目ナンバー：（PE）ECN351J

現代経済政策
4単位

3・4年次

兼任講師 神 余 崇 子

授業の概要・到達目標
本講義では、現代日本社会が抱える諸問題をテーマとして、歴史、現在の制度、理論的枠組みを理解し、望ましい政策について「議論」す

ることによって「経済政策」の理解を試みるものである。経済政策の評価は、人、地域、所属団体、階級など様々な環境要因によって異なる
分配基準、規範をベースにした評価と、その目的に経済政策手段が適合しているかという客観的評価の両者を必要とする。これまでの経済学
の潮流を整理した上で、経済史と理論を活用して諸制度のあり方について議論する。よってディスカッション、グループワーク、発表なども
可能な限りで予定している。

経済史、経済理論、および経済政策について学ぶことによって、経済学的思考でもって経済政策に関する適切な評価ができるようになる。
また、自身の価値判断についても熟考する機会を持ち、社会の構成員として冷静かつ適切な判断ができるようになる。

授業内容
第1回目 イントロダクション 経済学および経済政策を学ぶ意義（経済学的思考方法）
第2回目 経済史、経済理論、経済政策の関係性と分配基準について
第3回目 経済学の潮流小史
第4回目 経済学的に望ましい社会とは
第5回目 社会保障をめぐる諸問題（歴史と制度）
第6回目 所得格差是正に関する議論（理論と現状）
第7回目 社会保障と公共部門（情報の非対称性と所得再分配）
第8回目 日本の年金制度の概要と問題点
第9回目 日本の将来と社会保障制度のあり方（立場を代えたディスカッションと課題1）
第10回目 社会保障政策のまとめ
第11回目 財政政策（論争の歴史と理論）
第12回目 財政政策（日本の現制度と予算構造）
第13回目 財政赤字と公債発行の議論（諸外国の例も含めて）
第14回目 効率と公平を考える（日本の再配分の問題点など ディスカッションと課題2）
第15回目 金融政策（論争の歴史と理論）
第16回目 金融政策（日本銀行の役割）
第17回目 貨幣とは何か、インフレとは何か
第18回目 物価と金融政策の議論（課題3）
第19回目 労働政策（歴史と制度）
第20回目 労働政策（理論と現状、雇用形態、最低賃金制度や移民政策について）
第21回目 労働政策をめぐる日本の課題
第22回目 日本の将来と労働政策のあり方（ディスカッションと課題4）
第23回目 国際収支表から考える日本の政策（歴史と現状）
第24回目 為替と交易利得・損失について（為替をどう捉えるか）
第25回目 産業政策（歴史と制度）
第26回目 産業政策をめぐる諸問題（日本の課題と市場と政府の関係性について）
第27回目 望ましい政策への課題（行動経済学と公共政策）
第28回目 a まとめの課題5（もしくは発表）b 講義のまとめと課題の講評

履修の注意点
関連科目は、マクロ経済学、ミクロ経済学、経済政策原理、国際経済学など講義の基礎となる科目であり、復習しておくことが望ましい

準備学習の内容
各回の内容に関連する経済学の基礎的理論を参考書等で予習するとともに、新聞や雑誌などで関連項目についての知識と対立する議論など

の知識を習得しておくこと。また教室内でディスカッションやグループワークを実施するので、事前の情報収集および課題の作成など事後学
習が必要となる

教科書
特に指定しない

参考書
神野真敏/安岡匡也 編著『日本の経済政策』中央経済社、2020年。
瀧澤弘和他 『経済政策論』慶応義塾大学出版会、2016年。
小塩隆士 『効率と公平を問う』日本評論社、2012年

課題に対するフィードバックの方法
授業中に全体に対して課題などの講評を行う。

成績評価の方法
各項目でのディスカッションおよび課題内容によって評価する（5回実施）
授業への貢献度（ディスカッション含む）50％ 課題の提出 50％

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

食料経済学
4単位

3・4年次

准教授 藤 本 穣 彦

授業の概要・到達目標
わたしたちは誰と、どこで、なにを食べているのか。その食べものはどこからきたものなのか。誰がどのようにつくったものなのか。食料経済学
は、わたしたちが口にしている食料の由来──生産・加工・製造・流通・販売・消費・廃棄・リサイクルのプロセスを、世界の食料問題とローカ
ルな食の実践の双方を視野におさめつつ、経験的研究や統計データをもとに明らかにすることを課題としてきた。今日、食料の流通と消費のあり
方は、グローバルな社会構造の変動を背景に激動しており、それに応じて国内外の食料生産の現場（＝農業・農村）も大きな変動の渦中にある。
社会的に公正で、循環性に優れた持続可能なフードシステムをいかにして構築できるか。
生産から消費、つまり「食」と「農」の現在のあり方を問い直し、日本と世界が抱える食料・農業・農村問題の解決に貢献するための、基本的な
考え方と応用的な思考を受講生それぞれが身につけること、それが本講義の到達目標である。

授業内容
第1回目 食料経済学の射程
第2回目 いま、なぜ食べることが重要なのか？
第3回目 「フードシステム」という考え方
第4回目 グローバリゼーションと食生活の変化、創り出される食の型
第5回目 「食」を問い直す、あなたは何を食べますか？
第6回目 「食」を捉えるためのSkillを磨くレッスン
第7回目 「食」について探究するための対話のレッスン
第8回目 「食」についての探究の場をファシリテーションする
第9回目 「食」についてのフィールドワーク
第10回目 「直観」のセンスを磨く
第11回目 「経験」のセンスを磨く
第12回目 「問い」のセンスを磨く
第13回目 「対話」のセンスを磨く
第14回目 「共感」のセンスを磨く
第15回目 「修景」のセンスを磨く
第16回目 「復元」のセンスを磨く
第17回目 「循環」のセンスを磨く
第18回目 「自治」のセンスを磨く
第19回目 「自給」のセンスを磨く
第20回目 「起業」のセンスを磨く
第21回目 食と農のまちづくり入門（1）「未来会議（ケア、美、農、情報）」の事例
第22回目 食と農のまちづくり入門（2）「コミュニティ・エネルギー」の事例
第23回目 食と農のまちづくり入門（3）「自然エネルギー社会企業」
第24回目 食と農のまちづくり入門（4）「スマート・テロワール、食と農の地域自給圏」の事例
第25回目 食と農のまちづくり入門（5）「食べたもので食べるものをつくる～食料ロスと資源循環のデザイン」の事例
第26回目 食と農のまちづくり入門（6）「最も美しい村づくり」の事例
第27回目 食と農のまちづくり入門（7）「交流まちづくり」の事例
第28回目 フードシステムの未来デザイン、「食」と「農」の公正で持続的な関係性とは？
※講義内容は、受講生の関心や進捗に応じて変更することがある。

履修の注意点
本講義では、受講生による報告やグループ対話を実施する。日頃の講義への参加姿勢も成績評価に含まれる。

準備学習の内容
準備学習としてフィードバックシートを課す。フィードバックシートは各自の学習ペースをつくるものであり、成績評価にも利用される。フィー
ドバックシートの取り組み方は初回講義で示す。

教科書
『まちづくりの思考力』（藤本穣彦、2022年、実生社、ISBN 978-4-910686-02-8、実生社ホームページ https://mishosha.com/）
その他、受講生の関心と講義の進捗に応じて指示する。

参考書
『〈分断〉と憲法──法・政治・社会から考える』（新井誠・友次晋介・横大道聡編、2022年、弘文堂）
『季刊「農業と経済」2021年夏号、特集「食と農（いのち）の世界をたてなおす」』（秋津元輝・池上甲一・久野秀二編、2021年、英明企画編集）
『国際ビジネス論を学ぶ』（小川雄平・猿渡剛編、2020年、中央経済社）
『農と食の新しい倫理』（秋津元輝・佐藤洋一郎・竹之内裕文編、2018年、昭和堂）
『コミュニティ・エネルギー』（室田武ほか、2013年、農文協）
その他、授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
フィードバックシート 100点（10点満点×10回提出）

その他
対話型の講義を重視する。発言は講義への貢献であり、積極的に参加してほしい。フィードバックシートの取り組み方と評価、対話の場のデザイ
ンと参加方法については初回講義で講述する。

─ 283 ─



科目ナンバー：（PE）ECN341J

開発経済学
4単位

3・4年次

教授 末 永 啓一郎

授業の概要・到達目標
世界経済における貧富の格差は極めて大きい。いち早く経済発展を遂げた国もあれば、そうした国を模倣してキャッチアップに成功した国

もある。その一方で、発展に取り残された国も数多く存在する。本講義では、経済発展やキャッチアップに成功した国々・失敗した国々を取
り上げつつ、後発国が経済発展を遂げるための方策・戦略について議論する。到達目標は、世界における経済発展の歴史と現状、理論を学ぶ
とともに、後発国が採るべき戦略について、自ら考察出来るようになることである。

授業内容
第1回目 イントロダクション：開発経済学とは
第2回目 世界経済の歴史と現状：700万年間の経済成長
第3回目 技術進歩の起源：狩猟・採集・農業技術の進歩
第4回目 産業革命以前の技術進歩：綿・鉄・蒸気
第5回目 イギリスの産業革命
第6回目 日本の産業革命とキャッチアップ：製糸業
第7回目 日本の産業革命とキャッチアップ：綿産業
第8回目 開発とレント：レントとは何か？
第9回目 開発とレント：レントの政治経済学
第10回目 保護貿易の経済効果：静学効果と動学効果
第11回目 輸入代替政策と輸出志向政策
第12回目 IT革命とキャッチアップ：iPhoneにみるGlobal Value Chain
第13回目 IT革命とキャッチアップ：コンピュータ産業の発展とキャッチアップ
第14回目 IT革命とキャッチアップ：アメリカの半導体産業の発展と日本のキャッチアップ
第15回目 IT革命とキャッチアップ：東アジア半導体産業のキャッチアップ
第16回目 経済成長理論：新古典派成長理論、内生的成長理論、シュンペーター理論
第17回目 キャッチアップ理論：資本蓄積型、技術模倣型、雁行形態論、分業とキャッチアップ
第18回目 経済成長の計量経済学
第19回目 開発経済の計量経済学
第20回目 中国経済の発展：二重経済論とルイスの転換点
第21回目 中国経済の問題点：不平等と汚職
第22回目 タイの経済発展：FDIと集積効果
第23回目 タイ経済の問題点：中所得国の罠とハリス＝トダロ・モデル
第24回目 フィリピンの経済発展：人口ボーナスとスカベンジャー
第25回目 ガーナの経済発展：貧困の罠とビッグ・プッシュ・モデル
第26回目 タンザニア：生活環境とNGO
第27回目 ルワンダとシエラレオネ：資源の呪いと内戦
第28回目 まとめ：経済発展、キャッチアップ、貧困
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
遅刻、居眠り、私語禁止

準備学習の内容
予習・復習を心がけてください。

教科書
デミルバス『レント・シーキングの政治経済学』八千代出版、2019年
中村文隆編『レントと政治経済学』八千代出版、2013年

参考書
多数に上るため、講義の際に、指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業態度、講義レポート、期末試験による。

その他
ミクロ経済学、マクロ経済学を未修得の場合は、講義前に指示するので、必要な項目を学習すること。Excelを用いたデータ分析・計量分析も
行うため、Excelの操作をある程度、修得しておく方が望ましい（vlookup関数やピボットテーブル、回帰分析等）。
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

国際経済政策
4単位

3・4年次

教授 藤 永 修 一

授業の概要・到達目標
《授業の概要》

国際経済政策は経済政策の範疇の一つとして位置付けることができるが、今や一国の経済政策は他の諸国や世界経済に対して少なからず影
響を及ぼす。また、グローバリゼーションは、世界経済や各国経済に対してプラス・マイナスの影響をもたらしている。そのため、近年、国
内経済の諸問題を国際経済と関連付け、他国や国際機関へ責任を転嫁するという傾向が強くなっている。国際経済では自国の国益（時にはエ
ゴ）が現れやすく、結局、国内経済と対外経済とのバランスを如何にとるかが今日の課題となる。この課題に対する処方箋を検討していくこ
とが、本講義の目指すところである。

《到達目標》
この授業では理論的な分析だけでなく、歴史的動向を踏まえながら進めていく。現実の経済の動向に対して、多角的視点から物事を捉え、

世間に流布している俗説に惑わされることのないような素養を身につけることを、この授業の目標とする。

授業内容
第1回 a：イントロダクション b：国際経済政策とは何か
第2回 世界経済の現状
第3回 世界経済における日本の役割
第4回 世界経済の問題点と国際経済体制
第5回 GATT
第6回 WTO
第7回 金本位制
第8回 IMF（1）～1973年
第9回 IMF（2）1973年～
第10回 国際収支
第11回 経常収支不均衡問題
第12回 金融危機:アジア通貨危機とリーマン・ショック
第13回 開放経済における財政政策と金融政策
第14回 貿易理論と貿易政策
第15回 比較優位の原理
第16回 関税の経済効果
第17回 輸入数量制限・生産補助金の経済効果
第18回 新しい貿易理論
第19回 戦略的貿易政策
第20回 自由貿易と保護貿易：まとめ
第21回 日米貿易摩擦（1）総論
第22回 日米貿易摩擦（2）1980年代
第23回 日米貿易摩擦（3）1990年代～
第24回 アジア経済と日本
第25回 グローバリゼーションとは何か
第26回 グローバリゼーション:貿易と資本移動
第27回 グローバリゼーションの是非
第28回 まとめ

履修の注意点
基礎科目：マクロ経済学、ミクロ経済学
関連科目：国際経済学、国際金融論、開発経済学、現代経済政策、産業組織論、経済政策原理

準備学習の内容
授業時にプリントの配布で準備学習について説明する。

教科書
特に指定しない。

参考書
『経済財政白書』内閣府、『通商白書』経済産業省
『世界経済の謎』竹森俊平、東洋経済新報社
その他は講義のなかで適宜指示し、また参考資料をプリントで配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
試験（70％）、授業への参加度（30％）で評価する。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN341J

財政政策
4単位

3・4年次

教授 小野島 真

授業の概要・到達目標
政府部門を巡る資金の流れを対象として、政府部門が果たすべき役割を考え、そして、その役割をどのような政策手段で実現すべきなのか

を考える。一般的には、政府が財政を通じて果たすべき役割とは、資源の効率的配分、所得の再分配、経済安定化であるといわれている。政
府部門はこれらの役割を、どのような手段により実現してゆくべきなのか、財政理論という分析道具を用い解明したい。そして、同時に、政
府の財政政策がもたらした実際的側面についても注目していく。

現在、戦後日本が構築してきた財政制度は様々な軋みを生じてきており、われわれの生活に重要な影響を及ぼす問題が山積みとなっている。
これらの諸問題について、共に考えていきたい。

授業内容
第1回：（a）イントロダクションー財政の意義と役割
第2回：租税政策とその役割
第3回：租税原則と租税の一般理論
第4回：効率的資源配分と租税
第5回：所得再分配と租税
第6回：最適課税論
第7回：消費課税の理論と実際
第8回：個人所得課税の理論と実際
第9回：支出税構想の変遷と具体的提案
第10回：法人所得課税の理論と実際
第11回：経済のグローバル化と税制
第12回：環境問題と課税
第13回：日本における租税政策とその展望
第14回：世界における租税政策とその展望
第15回：フィスカルポリシーの理論の生成とその変遷
第16回：フィスカルポリシーの基礎理論
第17回：フィスカルポリシーと為替水準
第18回：フィスカルポリシーと物価水準
第19回：公債管理政策と公債負担論
第20回：中立命題とその含意
第21回：日本における経済安定化政策の有効性
第22回：公共財と効率的資源配分
第23回：政府の失敗の理論
第24回：補助金政策と効率的資源配分
第25回：財政投融資とその問題点
第26回：公営企業と第3セクター
第27回：財政再建策の国際比較
第28回：（a）授業の振り返り

（注）内容および進度については状況により変更する場合がある。

履修の注意点
ミクロ・マクロ経済学をしっかりと復習したうえで受講することが望ましい。また、講義中に取り上げた内容について、文献等で調べておく
こと。

準備学習の内容
次回の講義までに調べておくべきことを指示する。調べておいたことは、講義中に課すレポートにも反映させておくこと。また、復習として
参考書の該当箇所を読んでおくこと。

教科書
なし

参考書
兼村・星野・小野島他編著『グローカル財政論』税務経理協会. および星野・小野島編著『現代財政論』学陽書房

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
原則として試験80％、授業中に書いてもらうレポート10%、授業への貢献度10％の配分で評価する（ただし履修者数などの状況によりこの比率
を変える場合もある）

その他
なし
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科目ナンバー：（PE）ECN351J

環境経済学
4単位

3・4年次

教授 大 森 正 之

授業の概要・到達目標
Ⅰ 経済学は自然および環境をどのように理解してきたのか？経済活動は公害や環境破壊といった事象にどのように関与してきたのか？そし
て現在、地域社会から地球規模に至る環境問題にたいして経済学、そして消費者・企業・政府さらに国際機関はどのような処方箋を準備して
いるのか？授業では環境経済学の形成史をたどりつつ、以上の諸論点を解明する。そして環境政策の様々な手法（法的な直接規制、経済財政
的規制、情報的教育的誘導）がどのように構想され、その導入がどのように模索されたかを跡付ける。
Ⅱ 1960年代の先進諸国における環境政策の模索とその後の導入を契機に、経済活動での環境利用における環境資源の節約、すなわち環境経
済（Environmental Economy）の過程が始動する。80年代以降の廃棄物問題や地球規模の環境問題への関心を契機に、企業の自主的な環境管
理活動から環境志向的な技術革新が生じ、台頭する環境志向の消費者群との連携からエコグッズが開発される。授業ではこうした環境ビジネ
スの展開に着目する。

授業の到達目標を企業および政府の現行の環境政策について、代案を準備できる能力の形成におきます。

授業内容
第1回目 環境経済学の定義・方法・範囲
第2回目 古典派経済学における環境問題の不在
第3回目 環境経済学の源流Ⅰ：J.S ミルの自然理解と天恵物
第4回目 環境経済学の源流Ⅱ：J.S ミルにおける定常状態論と開発抑制志向
第5回目 環境経済学の源流Ⅲ：J.S ミルのコモンズ保存活動とナショナルトラスト
第6回目 環境経済学の源流Ⅳ：シジウィックとフォーセットによるミルの継承
第7回目 環境経済学の源流Ⅴ：ジェヴォンズによる「負の財」の発見
第8回目 環境経済学の端緒的形成Ⅰ：マーシャルの自由財と外部性論
第9回目 環境経済学の端緒的形成Ⅱ：マーシャルの都市住環境保全論と空気浄化税
第10回目 環境経済学の端緒的形成Ⅲ：マーシャルのゾーニング案と都市建築規制
第11回目 環境経済学の形成Ⅰ：ピグーの「負のサービス」と公私の限界生産物乖離論
第12回目 環境経済学の形成Ⅱ：ピグーの環境政策論（自主交渉、規制、税・補助金）
第13回目 制度学派の環境経済学：カップの社会的費用論と直接規制
第14回目 新制度学派の環境経済学Ⅰ：コースの社会的費用問題（コースの定理と排出権取引：規制か自主交渉か）
第15回目 市場経済の形成と環境問題（前近代～第二次世界大戦）
第16回目 市場の失敗と環境政策の模索・導入（戦後～1970年代）
第17回目 環境経済学の対応（厚生経済学の限界とマルクス学説の適用）
第18回目 環境経済学の課題（マルクス学説の限界とシュンペーターのリスク論）
第19回目 環境政策論Ⅰ：環境立法と直接規制
第20回目 環境政策論Ⅱ：直接規制と環境補助金および環境課徴金
第21回目 環境政策論Ⅲ：直接規制と PPP および環境産業の形成
第22回目 環境政策論Ⅳ：緑の消費者と緑の企業の連携（エコラベリング制度）
第23回目 環境ビジネス論Ⅰ：「公害防止は儲かる」仮説とエコノベーション
第24回目 環境ビジネス論Ⅱ：環境ソフトビジネスの普及
第25回目 環境マネジメント論Ⅰ：環境管理と環境監査（EMAS と ISO14000）
第26回目 環境マネジメント論Ⅱ：環境管理・監査システム・環境報告書・環境会計
第27回目 企業の環境経済Ⅰ：環境経済学から環境節約学へ
第28回目 企業の環境経済Ⅱ：エコテクノストラクチャーの形成と環境戦略

履修の注意点
履修の前提科目はないが、初級の経済学を学んでおいてほしい。
授業の資料は適宜、授業時間中に配布するが、原則として欠席者に後日配布しない。
準備学習は、事前に配布する資料を授業前に読み、論点を明確に理解しておくことに尽きます。

準備学習の内容
各回の講義内容を配布資料で復習してほしい

教科書
大森正之(2020)『持続可能な経済の探究』丸善出版

参考書
大森 正之『ケンブリッジ環境経済思想の形成と展開』人間の科学新社〔金子 光男・尾崎 和彦編著『環境の思想と倫理』所収〕
ハーマン・デイリー著（新田 功、藏本 忍、大森 正之訳）『持続可能な発展の経済学』みすず書房
ペーテル・セーデルバウム著（大森正之、小祝慶紀、野田浩二訳）『持続可能性の経済学を学ぶ』人間の科学新社
K.W.カップ著（大森正之訳）『制度派経済学の基礎』人間の科学新社
環境経済政策学会編(2018)『環境経・済政策学事典』丸善出版

課題に対するフィードバックの方法
可能な限りリアクションペーパについて、翌週、翌々週にフィードバックする。

成績評価の方法
学期末試験のみで評価

その他
特に定めない
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

財政学
4単位

3・4年次

講師 倉 地 真太郎

授業の概要・到達目標
［授業の概要］
本講義では、財政学の基本的な考えを、理論と実際の両面から学習する。現在、日本は未曽有の政府債務を抱えており、将来の公共サービス
の持続可能性に対して多くの人々が不安を抱えている。これに加えて、2020年初頭から新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を奮った。
政府はコロナ対策として類を見ない規模の財政支出を決定したが、多額の財政出動にもかかわらず貧富の差は拡大し、コロナ危機からの脱却
には至っていない。さらに2022年からはウクライナ危機の影響が世界中に及び、多くの国々が物価高騰対策を実施している状況にある。危機
の時代において、あるべき財政の姿はどのようなものだろうか。なぜ。このような財政問題が発生しているのか。どのようにすれば解決可能
なのか。財政学の学習を糸口として、現代社会の課題について理解を深める。

［到達目標］
本講義の目標は、財政と市場の関係性、日本と諸外国が直面する財政問題を学び、財政政策と公共サービスの意義と課題を理解すること、身
近な社会問題を財政学的視点でとらえることである。

授業内容
第1回目 aのみ：イントロダクション

（危機の時代の財政）
第2回目 財政の機能と役割
第3回目 公共財の理論と外部性
第4回目 予算編成と予算原則
第5回目 租税原則
第6回目 所得税
第7回目 法人税
第8回目 資産課税
第9回目 消費税
第10回目 環境税
第11回目 財政赤字の歴史
第12回目 公債管理政策
第13回目 財政・経済政策①─公共投資─
第14回目 財政・経済政策②─金融政策─
第15回目 福祉財政①─税方式と社会保険方式─
第16回目 福祉財政②─年金財政─
第17回目 福祉財政③─生活保護財政─
第18回目 福祉財政④─医療財政─
第19回目 福祉財政⑤─介護財政─
第20回目 福祉財政⑥─保育財政─
第21回目 福祉財政⑦─教育財政─
第22回目 福祉財政⑧─普遍主義と選別主義─
第23回目 地方財政の理論と実際①─地方税─
第24回目 地方財政の理論と実際②─地方交付税─
第25回目 地方財政の理論と実際③─地方公営企業─
第26回目 グローバル化と財政民主主義
第27回目 人口減少時代の財政問題
第28回目 まとめ

履修の注意点
関連科目には「地方財政論」、「財政政策」、「自治体経営論」があり、併せて履修することが望ましい。

準備学習の内容
日頃からニュースに目を通し、時事問題に広く関心を持つようにすること。講義資料や講義で紹介した参考文献を確認し、復習する必要があ
る。なお、2021年度の財政学（オンデマンド版）は以下のリンクから閲覧することができる。履修登録の参考、事前予習などに活用すること
を勧める。閲覧にはMeiji Mailによるログインが必要。ログインが難しい場合は、mail@shintarokurachi.orgまで連絡すること。
URL：http://bit.ly/3ogrLn8

教科書
指定しない。随時、プリント（パワーポイント教材）を配布する。講義資料はOh-o! Meijiのクラスウェブに掲載する。

参考書
『財政学の扉をひらく』高端正幸・佐藤滋（有斐閣）2020年、『財政学（第3版）』神野直彦（有斐閣）2021年、『現代財政を学ぶ』池上岳彦ら
（有斐閣）2015年、『福祉財政』高端正幸・伊集守直編（ミネルヴァ書房）2018年

課題に対するフィードバックの方法
リアクションペーパーについては次週の授業冒頭時にコメントの一部をピックアップし、フィードバックをする。また、レポートについても
レポート締め切り後の授業で全体に対して書き方や内容についてフィードバックを行う予定である。

成績評価の方法
リアクションペーパー・平常点（20%）、レポート（20～25%）、定期試験（55～60％）の成績による。

その他
オフィスアワーは2限後の昼休み中に実施する予定である。連絡先：mail@shintarokurachi.org
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科目ナンバー：（PE）ECN351J

応用数量分析
2単位

3・4年次

講師 中 島 満 大

授業の概要・到達目標
この講義には「応用」という語が冠されている。しかしこの「応

用」は、高度な統計的な手法を紹介することを指すのではない。本
講義では、確率サンプリングに基づいて収集されたサーベイ・デー
タを再分析していく。実際に研究に利用されているデータを分析す
るという意味で本講義では「応用」という言葉を用いている。

本講義では、まず演繹的なプロセスにおける仮説検証や因果関係
の考え方について解説していく。次に統計解析ソフトSPSSに触れ
ながら、基本的な統計的手法について講義する。最後に調査報告書
を執筆し、二次分析のプロセスを一通り経験してもらう予定であ
る。

授業内容
（1）二次分析とは何か？
（2）演繹と仮説の検証
（3）因果関係
（4）測定と四つの尺度
（5）SPSSの基本
（6）1変量の記述統計
（7）2変量の記述統計
（8）カイ二乗検定
（9）平均の差の検定
（10）単回帰分析
（11）重回帰分析
（12）ロジスティック回帰分析
（13）調査報告書の作成（1）：図表の作成
（14）調査報告書の作成（2）：報告書の執筆

履修の注意点
本講義では、SPSSなどのソフトを使った実習を伴う。わからな

い点があったら、その都度、教員にサポートを求めてほしい。また
それによって履修者の進捗のスピードに差が出る場合があるが、そ
の点にも寛容であってほしい。

準備学習の内容
予習として、各回の講義では何を目的にしているのかを確認して

から受講してほしい。また復習では、授業中に終わらなかった作業
を次回の授業までに終わらせてきてほしい。

教科書
適宜、レジュメを配布する。

参考書
適宜、講義中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（30％）

毎回の授業における作業の達成やコメントカードによって平常点
を算出する。
調査報告書（70％）

二次分析を使って調査報告書を各自作成してもらう。その報告書
を評価する。

その他
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科目ナンバー：（PE）ECN311J

地域行政学
4単位

3・4年次

兼任講師 山 岸 絵美理

授業の概要・到達目標
2000年4月より施行された「地方分権一括法」により、日本の地方自治は大きな転換期を迎えることになった。
しかし、地方分権改革から20年経過した今、地域をめぐる状況は極めて厳しいともいえる。

そうした課題に対して、これからの地域行政は、県庁や市役所といった行政のみの問題ではなく、地域に住む住民が、自分たちの生活する地域を
現在・未来の視点でどのように考えていくのかが、今後の地域の在り方を左右するといえよう。

本講義では、地方分権による「地域」の役割の高まりを意識し、こうした改革がもたらされた歴史的背景、制度の変化について学ぶ。そして、
民主主義のもとでの地方自治の意義を検討し、日々変化する地域行政の今後のあり方について考えることで、地域の一員として地域の行政への関
心を高めてもらうことをめざす。また、少子高齢化への対策、頻発する災害、ジェンダー政策など昨今の自治体行政をめぐる具体的課題について
も考えていきたい。その意味で、本講義は、公務員志望者のみを対象とするものではなく、地域に住む一人の住民として関心がある学生など、幅
広い学生の参加を望む。

授業内容
第1回目 イントロダクション（地域とは何か）
第2回目 地域と行政 -区域と自治の視点ー
第3回目 地方政府の種類と機能 〈1〉
第3回目 地方政府の種類と機能 〈2〉
第4回目 自治体議会の仕組みと課題 〈1〉
第5回目 自治体議会の仕組みと課題 〈2〉
第6回目 自治体の行政機構の仕組みと課題 〈1〉
第7回目 自治体の行政機構の仕組みと課題 〈2〉
第8回目 日本の地方自治の歴史 〈1〉
第9回目 日本の地方自治の歴史 〈2〉
第10回目 地方分権改革の流れとその意義 〈1〉
第11回目 地方分権改革の流れとその意義 〈2〉
第12回目 「平成の大合併」と市町村 〈1〉
第13回目 「平成の大合併」と市町村 〈2〉
第14回目 広域行政の仕組みと課題 〈1〉
第15回目 広域行政の仕組みと課題 〈2〉
第16回目 大都市行政の現況と課題 〈1〉
第17回目 大都市行政の現況と課題 〈2〉
第18回目 自治体の政策と政策過程 〈1〉
第19回目 自治体の政策と政策過程 〈2〉
第20回目 政策法務と条例
第21回目 自治体におけるジェンダー政策の意義と役割 〈1〉
第22回目 自治体におけるジェンダー政策の意義と役割 〈2〉
第23回目 防災政策と自治体 〈1〉
第24回目 防災政策と自治体 〈2〉
第25回目 自治体経営と協働 〈1〉
第26回目 自治体経営と協働 〈2〉
第27回目 現代の地域の課題と行政
第28回目 まとめ

履修の注意点
地方自治についての理解が必要不可欠となるので、行政学、政治学への知識があることが望ましい。
毎日の新聞やニュースで取り上げられる自治体、自分が住む地域への関心を持ってほしい。

準備学習の内容
復習については、講義で得た知識を使って、毎日の新聞やニュースで取り上げられる自治体や自分が住む地域を捉え直す事で、知識を身につけ

てほしい。

教科書
開講時に指示する。

参考書
適宜、参考になる文献・資料を提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
基本は学期末テストで評価。
授業内で行うリサーチ─ペーパ、授業への参加度によって、評価点を加算。

その他
授業の妨げ、他の学生の迷惑になるような行為は厳禁です。
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科目ナンバー：（PE）POL321J

行政情報論
2単位

3・4年次

兼任講師 岩 井 義 和

授業の概要・到達目標
今日、行政には行政環境、特に市民社会とのリレーション・シッ

プづくりの重要性が増してきている。それは、行政を取り囲む環境
が急激に変化し、多様化したからである。そこで本講義において、
学修者は行政と様々な環境主体とのリレーション・シップをつくる
コミュニケーション活動としての行政と情報の関係を理解し、社会
の課題解決に役立てるための行政情報を学修する。

学修者には、行政活動における、情報をキーワードに市民とのコ
ミュニケーション実践（広聴・広報）を養成することを目的とし、
情報マネジメントに基づく政策立案できる能力がつくことを目標と
する。

授業内容
第1回目：社会システムにおける行政と情報環境
第2回目：情報行動とコミュニケーション
第3回目：現代情報の性質
第4回目：行政情報に関する政策
第5回目：行政組織内における情報の役割（広聴・広報を中心に）
第6回目：行政組織外における情報の役割（広聴・広報を中心に）
第7回目：行政情報と地域活性化（広聴・広報を中心に）
第8回目：地域経営と情報（広聴・広報を中心に）
第9回目：広報・広聴マネジメント
第10回目：住民との合意形成
第11回目：市民の社会参加と行政情報
第12回目：広報戦略の組織的展開
第13回目：行政におけるコミュニケーション・マネジメント
第14回目：中枢管理機能としての行政情報・まとめ

履修の注意点
特別な準備は必要ないが、行政学の基礎は復習しておくようにして
ください。講義は、講義ノート・資料に沿って講義を行います。ま
た、受講状況等を見ながら小テストや課題レポートを行うこともあ
るため、受講に当たっては必ずノートを持参するようにしてくださ
い。

準備学習の内容
事前学習としては、自分が住んでいる自治体などのホームページや
広報紙を見て理解し、事後学習としては、自分で書いた講義内容の
ノートと事前学習を照らし合わせて理解を深めてください。

教科書
特に使用しない。

参考書
特に使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
期末試験80％、小テスト等10％、授業への参加度10％

その他
連絡先：iwai.yoshikazu@nihon-u.ac.jp

〈KD〉
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科目ナンバー：（PE）ECN351J

公共政策学
4単位

3・4年次

教授（ガバ） 木 村 俊 介

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標》

公共政策とは何だろうか。公共政策とは、「社会の問題を解決するための方向性と具体的手段」と考えられている。このような公共政策は、社会経済の変化に応じて刻々と変化してゆく。特に近
年では、新型コロナのように未曽有の課題が発生し、国民生活自体とともに、公共政策における立案や実施プロセスが大きく変動してきている。

受講者諸君が将来社会に出て様々な職業に就く上で、公共部門（国、自治体、公的機関）の内部で働く機会や、公共部門をカウンターパートとして働く機会に遭遇することは少なくない。この
ため、このような公共政策の立案・実施のプロセスを理解しておくことは、様々な洞察を行う上で意義があることと考えられる。

講師は、元国家公務員（総務省）であり、国では総務省、内閣官房（安全・危機管理担当）等のほか、地方公共団体では広島県、岐阜県及び松山市（中核市）での勤務経験を有する実務家教員
である。本講義では、行政学を踏まえ、公共政策について行政実務を反映した応用的な知識を身につけることを第一目標とする。その際、行政の実務の多くは、行政機関と国会、住民等の外部環
境とのインターフェイスにおいて培われてきた多くのルールやノウハウが存在する。講師はそれらを踏まえた講義を行い、その上で、政策課題を解決する立案能力や、政策を巡る政府・自治体・
民間のあり方について考える力をつけることを最終的な目標とする。

講師（私）がモットーとしているのは、「論議を呼んでいる政策こそが、実社会で機能している政策である。」という点である。履修者の皆さんと「論議の渦中にある公共政策」を取り上げ、意
見交換も図りたいと考えている。

《授業の概容》
前半は、公共政策の意義や政策の企画立案、実施過程に関する基本的事項を扱い、後半は、公共政策の現代的展開を全体テーマとして、財政、環境、政策評価、犯罪対策、大都市問題、デジタ

ル政策、社会保障、パンデミック対策と危機管理等の個別テーマの講義を行う（個別のテーマは変更する可能性もある。）。

授業内容
第1講 イントロダクション、視座（公共政策と現代社会）
第2講 政策⑴ （公共政策学とは何か、政策の定義）
第3講 政策⑵ （3つの理念型、公共政策学の学問的構成）
第4講 歴史 （公共政策の今日的位相）
第5講 市民⑴ （市民と政府と政策の関係、三層化する政府と市民）
第6講 市民⑵ （政府政策の過程と市民、市民の意思は政府政策を制御するか）
第7講 自治⑴ （社会の共有基盤としての公共政策、自治の政策主体としての市民）
第8講 自治⑵ （市民自治の政策基盤、自治・共和・公共）
第9講 形成 （アジェンダ設定、政策立案、政策と政治の交錯）
第10講 決定⑴ （決定アジェンダと政策の窓モデル、決定とは何か）
第11講 決定⑵ （合理的な決定とインクリメンタリズム、アリソン・モデル、政策決定と政治

家）
第12講 実施⑴ （政策実施の視点、実施研究の拡張）
第13講 実施⑵ （行政改革と政策実施、トップダウンかボトムアップか）
第14講 評価⑴ （政策評価の概念、日本の政策評価）

第15講 評価⑵ （政策過程と政策評価）
第16講 問題 （政策デザインとは何か、問題の性質、問題状況の調査、問題構造と定式化）
第17講 手段 （さまざまな手段、人々の行動を変えるサービスの提供、社会的解決の支援等）
第18講 文脈 （コンテクストとは何か、政策手段にとってのコンテクスト等）
第19講 価値（価値デザインにおける価値の重要性、公共的な価値、諸価値の衝突と調整等）
第20講 公共政策の現代的展開⑴（財政）（※調整により以下のテーマは変更される場合も有

る。）
第21講 公共政策の現代的展開⑵ （環境）
第22講 公共政策の現代的展開⑶ （政策評価）
第23講 公共政策の現代的展開⑷ （犯罪対策）
第24講 公共政策の現代的展開⑸ （大都市問題）
第25講 公共政策の現代的展開⑹ （デジタル政策）
第26講 公共政策の現代的展開⑺ （社会保障）
第27講 公共政策の現代的展開⑻ （パンデミック対策と危機管理）
第28講 まとめ

履修の注意点
講義内容は公共政策学全般に及ぶほか、特定の政策分野については外部講師を招き、掘り下げた内容の講義実施を予定しており、内容は豊富である。
半期集中科目であり、受講生は意欲的に学ぶ姿勢が必要である。

準備学習の内容
日常の生活の中のあらゆる場所と場面に「公共政策」は介在している。日頃から、新聞、ニュース等において、行政活動に係る出来事に関心を持っておくこと。

教科書
『公共政策学』 石橋章一朗ほか、ミネルヴァ書房、2018年。
上記教科書に加え、講師が作成する副教材を使用する。副教材はウェブクラスにアップロードするので各自でダウンロードすること。

参考書
秋吉貴雄 『入門公共政策学』 岩波新書 2017年。
御厨貴 『公共政策』 放送大学大学院教材 2017年。
秋吉貴雄・伊藤修一郎・北山俊哉 『公共政策学の基礎』 有斐閣ブックス 2015年。
木村俊介（単著）『グローバル化時代の広域連携』（単著） 第一法規、2017年。

『広域連携の仕組み（改訂版）』（単著） 第一法規、2019年。
木村俊介（共著）（クリックして閲覧可能）

『ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの展望』 都市センター、2014年。
https://www.toshi.or.jp/app-def/wp/wp-content/uploads/2014/05/report135.pdf

「ネーミングライツ」『自治研究』 第一法規、2014年。
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/21137

『人口減少時代における地域公共交通のあり方』 都市センター、2015年。
https://www.toshi.or.jp/app-def/wp/wp-content/uploads/2015/05/report149.pdf

「まちづくりと地域公共交通（上）（下）」『都市とガバナンス』 都市センター、2016年。
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/21504/1/toshitogovernance_25_66.pdf

「ID地域自治論」『地方自治』 地方自治制度研究会、2017年、2-49頁。
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/21135/1/chihougyousei2_kimura.pdf

「広域連携時代における公共施設の運営」『地方議会人』中央文化社、2018年。
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/21141/1/facility2_kimura.pdf

「半代表制的性質を伴う地方議会」『ガバナンス研究科紀要No16』 2020年。
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/21010/1/gabanansu_16_1.pdf

「新型インフルエンザ等特措法と行政法への道しるべ」 明治大学、2020年。
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/21331/1/harenohi_kimura_1.pdf

「新型インフルエンザ等対策特別措置法と行政法への道しるべ（2）」 明治大学、2021年。
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/21656/1/shingatacorona_kimura_1.pdf

「自然災害による道路の営造物責任ー飛騨川訴訟判決とその後」『行政法研究』 信山社、2020年。
https://www.meiji.ac.jp/mugs2/faculty/6t5h7p00000ph8bo-att/a1590251421750.pdf

「水道広域化の展望ー上水道企業団の成果と課題」『公営企業』 2020年。
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/21138/1/chihouzaisei2_kimura.pdf

「指標からみる自治体の資産管理について」『JFMA JOURNAL』 2021年。
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/22085/1/jfma_2021_autumn_50.pdf

課題に対するフィードバックの方法
Oh MeijiのClass webにて全体講評をする

成績評価の方法
1 講義の出席・参加30％、ミニレポート30%、期末レポート40％
2 17回（6割に相当）以上の出席回数を最低限の単位取得の条件とする。

その他
将来、行政関係の仕事に就きたい人、行政と連携して仕事をする可能性も考えている人、社会人としての素養として行政の仕組みを勉強したい人等にとって、その一助となれるよう講義内容を

企画したいと考えている。そのような意味で、公共政策の面白さを是非知ってもらいたいと考えているところである。
講師の活動 （下記のURLにアクセスし、PDFを閲覧可能。）

明治大学学術成果リポジトリ
https://meiji.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_snippet&pn=1&count=20&order=2&lang=japanese&all=%E6%9C%A8%E6%
9D%91%E4%BF%8A%E4%BB%8B&creator=%E6%9C%A8%E6%9D%91%E4%BF%8A%E4%BB%8B&page_id=13&block_id=21
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

公会計学
4単位

3・4年次

兼任講師 稲 田 圭 祐

授業の概要・到達目標
公会計とは公的分野における会計のことを意味する。本講義では、政府や非営利組織の会計について取りあげる。具体的には、中央政府、

地方自治体、公営企業、独立行政法人、社会福祉法人、学校法人などの会計について解説する。公会計における最近のトピックスを一言でい
うと「企業会計化」である。従来、公的分野の会計は現金主義（単式簿記）を基本としてきた。しかし1990年代以降、公的分野においても営
利企業と同様の会計手法が取り入れられ、発生主義（複式簿記）の導入が進められている。

本講義は、公会計制度の変遷や現状を概観しつつ、会計の役割や政府・非営利組織の特性を理解し、公会計に関する理解を深めることを目
的とする。公務員志望者の他、公営企業や学校法人等の非営利組織に興味がある者の受講を勧める。

授業内容
第1回目 イントロダクション（公会計を学ぶにあたって）
第2回目 公的分野と公会計の特徴
第3回目 会計の役割1
第4回目 会計の役割2
第5回目 会計の役割3
第6回目 会計の役割4
第7回目 公会計の範囲・機能1
第8回目 公会計の範囲・機能2
第9回目 政府の予算制度1
第10回目 政府の予算・決算情報1
第11回目 政府の予算制度2
第12回目 政府の予算・決算情報2
第13回目 中央政府の会計1
第14回目 中央政府の会計2

第15回目 地方自治体の会計1
第16回目 地方自治体の会計2
第17回目 公営企業の会計1
第18回目 公営企業の会計2
第19回目 独立行政法人の会計1
第20回目 独立行政法人の会計2
第21回目 公益法人の会計1
第22回目 公益法人の会計2
第23回目 社会福祉法人の会計1
第24回目 社会福祉法人の会計2
第25回目 学校法人の会計1
第26回目 学校法人の会計2
第27回目 公会計改革の国際的動向
第28回目 a：まとめ、b：試験

履修の注意点
簿記や会計の基礎知識がなくても学修できるように授業を進める予定。
2回の授業（連続時限）を1セットとして実施する。前半は講義形式で行うが後半は会計情報の分析などを通じてグループワークやディス
カッションを行う予定なので、必ず前半の講義から出席すること。

準備学習の内容
次回の授業範囲について事前に教科書等で調べておくこと。また、公共部門の経済（財政学や地方財政論など）、行政に関する授業を履修する
ことが望ましい。

教科書
『公会計テキスト』黒木淳編著（中央経済社）2019年

参考書
『公会計講義』鈴木豊・兼村高文編著（税務経理協会）2010年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への貢献度（20％）、課題の達成度（40％）、定期試験（40％）

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）SOC341J

社会福祉政策論
2単位

3・4年次

教授 鍾 家 新

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
現代社会における貧困、疾病、老後の所得問題・介護問題、格

差・不平等などの社会問題を解決する主な対策は社会福祉政策であ
る。この授業の主なテーマはつぎのとおりである。(1)社会福祉の
意味・関連概念・基本的な考え・機能、(2)貧困救済対策に関する
日中比較、(3)社会福祉の政策主体・厚生省の成立と戦後の機構改
革／戦後の社会福祉行政の主な課題、(4)国民健康保険の創設・普
及と医療保険の改革、(5)労働者年金保険・厚生年金保険の創設・
実施と年金保険の改革、(6)高齢期の生活と介護保険の制定。この
授業は日本の社会福祉政策を中心に講義するが、比較対象として、
中国の貧困救済対策・社会福祉政策・福祉格差も取り上げる。日中
の社会福祉政策にかんする比較によって、東アジア型の福祉モデル
の特質を探究する。
《授業の到達目標》
この授業ではつぎの諸問題を明らかにすることが到達目標であ

る。(1)社会福祉政策の主な内容・創設された背景、直面している
課題は何か。(2)産業化、社会主義、とくに戦争が社会福祉政策の
形成・社会福祉行政の運営にどう影響してきたか。(2)核家族化・
少子高齢化・グローバル化のなかで、社会福祉政策がどう改革され
たか。本授業の受講によって、社会福祉政策にかんする体系的知識
と多元的な視座を身につけここができる。社会福祉政策にたいする
探究は今後の人生設計や生き方の選択に役立つ。

授業内容
第1回：社会福祉の定義／関連概念
第2回：社会福祉の基本的な考え方／機能
第3回：貧困救済対策に関する日中比較(1)：恤救規則と救護法
第4回：貧困救済対策に関する日中比較(2)：生活保護制度
第5回：貧困救済対策に関する日中比較(3)：中国の「五保戸制

度」
第6回：貧困救済対策に関する日中比較(4)：中国における都市部

と農村部の福祉格差
第7回：社会福祉の政策主体の形成：厚生省の創設と戦前の社会福

祉行政
第8回：社会福祉の政策主体の改革：戦後の厚生省の機構改革と社

会福祉行政
第9回：農村救済・戦争遂行と国民健康保険の創設・普及
第10回：経済成長・少子高齢化における医療保険の改革
第11回：戦争遂行と労働者年金保険・厚生年金保険の創設・実施
第12回：経済成長・少子高齢化における年金保険の改革
第13回：高齢期の生活と介護保険の制定・実態／外国人介護労働者

の現状
第14回：東アジア型の福祉モデルの特質
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
なし

準備学習の内容
配布した資料を授業の当日までには読むこと。授業後、復習するこ
と。

教科書
なし

参考書
『日本型福祉国家の形成と「十五年戦争」』鍾家新（ミネルヴァ書
房）1998年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
①平常点と②期末の筆記試験によって評価する。

その他

科目ナンバー：（PE）SOC341J

コミュニティ福祉論
2単位

3・4年次

兼任講師 手 塚 崇 子

授業の概要・到達目標
現代社会におけるコミュニティの変化、地域における高齢者・介

護者、障害者、子どもに対する支援に関する制度を概観し、地域福
祉についての理解を深めることである。また、国や地方自治体、専
門職の役割や社会福祉事業を担う事業者やボランティア等による多
様なコミュニティを理解し、多様な福祉の実態を理解することであ
る。

到達目標は、(1)地域住民の生活を支えるための国や地方自治体
の仕組みや地域の課題を理解し、(2)地域住民、コミュニティ、社
会福祉の対象者を理解した上でまちづくりについて考察することで
ある。

授業内容
第1回 コミュニティとは─地域福祉をめぐる課題
第2回 地域福祉とその変容
第3回 地域福祉の理念
第4回 イギリスの地域福祉の歴史と社会福祉協議会
第5回 日本の地域福祉の変遷
第6回 地域の課題と相談援助ー多問題家族
第7回 高齢者に関する支援
第8回 介護保険と地域包括支援センター
第9回 福祉用具貸与・購入、住宅改修
第10回 里親制度とこうのとりのゆりかご
第11回 里親制度の事例を通しての支援について
第12回 障害児の支援について
第13回 障害者の就労と地域支援
第14回 授業まとめー地域福祉とコミュニティ
※授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
地域福祉をめぐる諸制度を理解し、地域の課題を理解することを

重視している。授業の資料を復習し、自分が住んでいる地域の現状
と課題について考えてほしい。

準備学習の内容
毎回、次回の授業のテーマを伝えるので、事前に厚生労働省が発

表している報告書等を読んでおくこと。

教科書
教科書 特に定めない。随時資料を配布する。

参考書
・加山弾・熊田博喜・中島修・山本美香(2020)『ストーリーで学ぶ
地域福祉』有斐閣
・川上富雄(2017)『地域アセスメントー地域ニーズ把握の技法と実
際』学文社
・社会福祉養成講座編集委員会編(2015)『地域福祉の理論と方法

（第3版）』中法法規出版
・東京大学高齢社会総合研究機構編(2020)『地域包括ケアのまちづ
くり』東京大学出版

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度・平常点(30%)、期末試験(70%)で成績を評価す

る。授業への2/3以上の出席が前提となる。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）ARS391J

異文化ビジネス論概論
2単位

3・4年次

教授 海 野 素 央

授業の概要・到達目標
今日、グローバリゼーション下において、海外進出や M & A（企業

の合併・買収）が頻繁に行われる中で、それに伴う異文化的な諸問題
が発生している。例えば、中国進出日本企業の中には、中国人従業員
の品質、作業標準書、ホウレンソウ（報告・連絡・相談）等に対する
思考様式が、日本人管理職のそれと相違するために生じる様々な問題
に直面している企業が多い。日本人管理職と中国人管理職とのチーム
ワークの醸成や信頼関係の構築に悩んでいる日本企業もある。同様の
現象は、インド進出日本企業においても観察することができ、現地イ
ンド人従業員のモチベーションにマイナスの影響を与えている。

そこで、本講義では、海外進出がもたらす異文化ビジネス環境にお
いて、従業員のモチベーションを高め、コラボレーションを実現させ
る知識やスキルを学生諸君に習得させることを目標に、実践的な講義
を行う。

授業内容
異文化ビジネスの基礎理論と実践を交えた構成とする。
理論面では、R・ハウス、J・チョホカー、G・ウィーバー、K・

トーマス、C・トーマス、C・トリアンディス等の理論を取り上げる。
実践面では、事例研究、シミュレーション、DVD等を取り入れなが
ら、異文化コラボレーション力を向上させていきたいと考えている。

本講義では、以下の内容を考えている。
第1回 イントロダクション
第2回 インド進出日系企業における異文化マネジメントと人材育成
第3回 インド進出日系企業におけるインド人管理職の意識とモチ

ベーションの高め方
第4回 事例研究（インド）
第5回 中国進出日系企業における異文化マネジメントと人材育成
第6回 中国進出日系企業における中国人従業員のモチベーション向

上と維持の仕方
第7回 事例研究（中国）
第8回 タイ進出日系企業における異文化マネジメントと人材育成
第9回 事例研究（タイ）
第10回 事例研究（アメリカ）
第11回 異文化交渉I
第12回 異文化交渉II
第13回 異文化交渉III
第14回 講義全体のふりかえり

講師による一方的な講義を避け、講師と受講者との双方向的コミュ
ニケーションを図りたい。

履修の注意点
「異文化理解とコミュニケーション」並びに「異文化摩擦とコミュ

ニケーション」を履修していることが望ましい。

準備学習の内容
次回の授業内容に関して参考書等で調べておくこと。授業で扱った理
論並びに概念を復習しておくこと。

教科書
特に定めない

参考書
海野素央（2008）『アジア地域と日系企業－インド・中国進出を考え
る企業への提言』（同友館）
海野素央（2005）『合併企業のモチベーション管理－組織文化の繭を
どう打破するか』（中央経済社）
海野素央（（2002）『異文化ビジネスハンドブックー事例と対処法』

（学文社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
「期末試験」「授業への貢献度」

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）ARS391J

実践異文化ビジネス論
2単位

3・4年次

教授 海 野 素 央

授業の概要・到達目標
今日、日本企業は、地球規模の競争にさらされ、それに生き残り、

発展していかなければならないという共通の課題を抱えている。しか
し、企業の多くは、異文化ビジネス環境でリーダーシップを発揮し、
効果的に業務を遂行できる人材の不足に悩んでいる。

本講義では、異文化ビジネス環境において、成功を収めることがで
きるような異文化ビジネス人材の育成を目的としている。それは、異
文化的なものの見方並びに考え方を備えた人材であり、文化的背景の
異なる相手の価値観と自分乃至自社の価値観を調整できる KSAA

（Knowledge、 Skill、 Ability、 Attitude:知識・スキル・能力・態度）
を備えた人材でもある。その意味できわめて実践的な内容となる。

また、本講義では、グローバリゼーション下における望ましいリー
ダー像である異文化協働型リーダーの育成にも関心が注がれている。

異文化のみならず、同文化においても、ものの見方、考え方、価値
観の異なる人と協働し、リーダーシップを発揮する際に、本講義で得
られた KSAA は必ずその力を発揮されるであろう。

授業内容
実践の前に、基礎理論を講義する。理論面では、I・ベンズ、R・

シュワルツ、R・ハーグローブ、G・レンウィック等の理論を基礎に、
海野が展開してきた異文化ファシリテーター、異文化コーチ、異文化
メンターに関する論を講義する。一方、実践面では、事例、シュミ
レーション（疑似体験）、DVD等を取り入れながら、異文化ビジネス
人材の育成にコミットしていきたい。

尚、本講義では、異文化ファシリテーター、異文化コーチ、異文化
メンターとしての信念や価値観も考究する。

本講義では、以下のような内容を講ずる予定である。
第1回 イントロダクション
第2回 ファシリテーションとは
第3回 異文化ファシリテーターの役割
第4回 異文化ファシリテーション（シミュレーションI）
第5回 異文化ファシリテーション（シミュレーションII）
第6回 異文化ファシリテーション（シミュレーションIII）
第7回 異文化ファシリテーション（シミュレーションIV）
第8回 コーチングとは
第9回 異文化コーチングと異文化メンタリング
第10回 事例研究Ⅰ&Ⅱ
第11回 事例研究Ⅲ
第12回 企業価値の浸透と促進 異文化チームとコンフリクト
第13回 合併企業における異文化コラボレーターの仕事
第14回 授業全体のふりかえり

また、講師による一方的な講義を避け、講師と受講者との双方向的
コミュニケーションを図りたい。

履修の注意点
「異文化理解とコミュニケーション」並びに「異文化摩擦とコミュ

ニケーション」を履修していることが望ましい。

準備学習の内容
次回の授業内容に関して参考書等で調べておくこと。授業で扱った理
論並びに概念を復習しておくこと。

教科書
特に定めない

参考書
海野素央（2004）『異文化コラボレーターの仕事－合併はなぜうまく
いかないのか』（中央経済社）
海野素央（2005）『合併企業のモチベーション管理－組織文化の繭を
どう打破するか』（中央経済社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
「期末試験」「授業への貢献度」

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）POL391J

地域政策論Ａ【2022年度以降入学者】
地域政策論Ⅰ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 佐々木 隆 志

授業の概要・到達目標
日本は超高齢化社会において、介護福祉が日進月歩で変化してい

る。しかし、介護保険による施設入所待ちや、介護職員不足は極め
て深刻な課題である。介護や終末ケアの問題は全ての方々にとって
理解する必要のある共通課題である。この授業では、介護福祉とは
何かについて説明し、介護の現状と介護のあるべき姿について、地
域の現状から講義していく。また、終末ケアの場としての福祉施設
の機能や役割について理解し、先駆的な実践で有名なイギリスのホ
スピスを参考にしながら講義を行う。

この講義では、次の諸課題を明らかにすることが、到達目標であ
る。

（1）日本の高齢化社会の現状と要介護者のニーズを理解する。
（2）介護についての基礎知識を習得する。（3）言語障害、聴覚障
害、視覚障害、肢体不自由等の支援に関する知識と方法を把握す
る。（4）介護の延長線上にある終末ケアについての理解を深める。

（5）終末ケアの実践であるイギリスのホスピスの現状について理
解する。上記を通じて、日本における介護支援と終末ケアの実態お
よび課題を明らかにする。

授業内容
第1回 日本の高齢化の現状と介護問題
第2回 高齢社会を支える福祉人材
第3回 介護の概念と支援の方法及び技術
第4回 高齢者介護と終末ケア
第5回 介護・終末ケアの多様性
第6回 死の諸類型（病死と事故死など）
第7回 高齢者の死亡状況、死因、死亡場所
第8回 介護施設の事例研究：相模原殺傷事件①事件の概要
第9回 介護施設の事例研究：相模原殺傷事件②加害者の生い立ち
第10回 老老介護と介護殺人事件
第11回 親子関係と介護殺人事件
第12回 終末ケアとイギリスのホスピスケア
第13回 介護・終末ケアの課題とゆくえ
第14回 死・終末ケアと生きること
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
なし

準備学習の内容
この授業では、事前に次回の講義資料を配布する場合があります。
その際、資料を読んでおいて下さい。

教科書
なし

参考書
『日本における終末ケアマネジメントの研究』
佐々木隆志著（中央法規出版）2009年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（30％）と期末の定期試験（70％）

その他

科目ナンバー：（PE）POL391J

地域政策論Ｂ【2022年度以降入学者】
地域政策論Ⅱ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 手 塚 崇 子

授業の概要・到達目標
授業の概要は、『地域と子ども』に関する制度・施策の概要を学

び、子どもと保護者をめぐる現状と課題を理解し、国や地方自治体
の役割を知ることである。

到達目標は、(1)現代社会の子育てをめぐる支援政策についての
基本的な制度政策の仕組みを理解し、(2)子どもや保護者を巡る
様々な課題について、事例や映像を通して理解し、(3)自治体の役
割や機能、 保育士等の専門職との連携について課題を考察できる
ようになることである。

授業内容
第1回 子育て支援の現状と課題
第2回 母子保健についてー妊娠・出産・子育て
第3回 子育て支援と保護者支援
第4回 市町村と保育所の役割
第5回 就学前教育・保育（1）幼保一元化の試行時期
第6回 就学前教育・保育（2）幼保一体化の幼保一体化の特区時

期ー過疎地を中心に
第7回 就学前教育・保育（3）幼保一体化から認定こども園へ
第8回 社会的養護①施設養護と家庭養護
第9回 社会的養護②児童養護施設の役割
第10回 社会的養護③里親制度
第11回 児童相談所の役割と児童虐待
第12回 障害のある子どもと家庭への支援
第13回 子どもの貧困とヤングケアラー
第14回 子育て支援と自治体の役割
※授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
この授業では、子どもに関わる施策を概観しながら、子どもと保

護者をめぐる現状と課題を理解することを重視している。授業の資
料を復習し、子どもと保護者をめぐる地域の現状と課題について考
えてほしい。

準備学習の内容
毎回、次回の授業のテーマを伝えるので、事前に指定した厚生労

働省が発表している報告書等を読んでおくこと。

教科書
教科書 特に定めない。随時資料を配布する。

参考書
・柏女霊峰(2015)『子ども・子育て支援制度を読み解く』新読書社
・手塚崇子(2014)『幼保一体化施設の運営と行財財政─就学前教
育・ 保育の一元化をめぐってー』専修大学出版局
・山野良一・湯澤直美編『子どもの貧困⑤支える・つながるー地
域・自治体・国の役割と社会保障』明石書店

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度・平常点(30%)、期末試験(70%)で成績を評価す

る。授業への2/3以上の出席が前提となる。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）POL391J

地域政策論Ｃ【2022年度以降入学者】
地域政策論Ⅲ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 安 倍 宰

授業の概要・到達目標
本講義では、「地域文化」と「政治」の関わりに関し、文化人類学
の方向から考察を進めてゆく。一般に政治学では国家組織、行政体
系の存在を前提とした「統治学」が展開している。しかし、文化人
類学では、1940年代以降、政治人類学が展開してきており、60年代
～70年代はそのピークとも言える時期を迎えた。ここでは必ずし
も、国家行政を前提としない論争がなされており、そうした視点で
形成された“政治”認識で政策を捉え直してみたい。

授業内容
第1回 「地域」と「政策」
第2回 政治人類学とは
第3回 政治哲学の中の政治
第4回 政策と民族アイデンティティ
第5回 マレーシア政治と”メイサーティーン”
第6回 マレーシア政治と”メイサーティーン”（2）
第7回 マレーシア政治と”メイサーティーン”（3）
第8回 政策と文化の共生・すり合わせ
第9回 政策と文化の共生・すり合わせ（2）
第10回 政策と文化の共生・すり合わせ（3）
第11回 政策による表象表現の変化
第12回 政策による表象表現の変化（2）
第13回 政策による表象表現の変化（3）
第14回 まとめと復習

履修の注意点
「政治」認識を、積極的に読み替えようという目的で授業を組みた
てるつもりなので、皆さんもそのつもりで参加してください。

準備学習の内容
「政治」認識を、積極的に読み替えようという目的で授業を組みた
てるつもりなので、皆さんもそのつもりで参加してください。

教科書
教科書に相当するものは無い。「政治学」「地方自治」「文化人類学」
の入門書を読んでおくことが望ましい。

参考書
『アフリカの伝統的政治体系』、フォーテス他編、大森他訳、みすず
書房

『政治人類学』、バランディエ、中川訳、合同出版その他は授業中に
示す

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
原則として期末試験で評価する。受講人数により、レポートでの代
替もありうる。

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）POL391J

地域政策論Ｄ【2022年度以降入学者】
地域政策論Ⅳ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 廣 瀬 和 彦

授業の概要・到達目標
住民代表機関として最も身近であるはずの地方議会が学生にとって
最も遠い存在ではないだろうか。
地方議会と日常生活で関わりを持たなくても特に問題とならないと
考えがちであるが、自分たちの生活に非常に密接に関連性がある地
方議会がどんな権限を持ちどんな役割を期待されているかを理解
し、関心をもってもらいたい。
さらに公務員にとって必須の地方自治体をわかりやすく理論と実務
の両面から理解することができる。

授業内容
第1回目 イントロダクション・地方議会とは
第2回目 地方自治制度における議会の地位（憲法93条等）
第3回目 議員定数の現状と算定手法
第4回目 議員報酬の現状と算定手法
第5回目 政務活動費の現状と問題点
第6回目 本会議・委員会・協議等の場
第7回目 議会の議決権限 ①（条例・予算・決算）
第8回目 議会の議決権限 ②（その他）
第9回目 議員の発言権と法的責任
第10回目 議会の会議の種類と招集
第11回目 議会における審議手法
第12回目 請願・陳情
第13回目 長と議会の関係
第14回目 議会改革

履修の注意点
地方議会におけるニュースや自宅に配布される議会だより等の情報
をできるだけ把握するようにすること。

準備学習の内容
地方自治論・政治学を中心とした講義となるので基本書を読んで受
講するとより理解が深まる。

教科書
Q＆A地方議会議員ハンドブック（ぎょうせい）

参考書
なし

課題に対するフィードバックの方法
oh-meijiを通じた方法

成績評価の方法
授業への貢献度、授業への参加度、期末試験

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）POL391J

地域政策論Ｅ【2022年度以降入学者】
地域政策論Ⅴ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

特任教授 小 西 淳 文

授業の概要・到達目標
副題を「SDGsと地域社会」とし、SDGが提示する各課題を確認し、JICAが開発途上国で実施
した関連プロジェクトを題材にその手法（各地域の現状把握と分析、計画策定、事業実施、評
価）を学ぶ。
このようにして学んだ手法を同様の課題を抱える国内の地域社会に応用できることが目標。

授業内容
第1回 「この講義の概要と目的」を確認した上で、SDGsが策定された経緯とSDGsの17目標、

167ターゲットについて学ぶ。また、「JICAの課題別指針」作成の背景を確認する。
第2回 SDGs1「貧困撲滅」について、国際社会において「貧困削減」が開発目標の主要課題

になった経緯を確認する。また、「JICA課題別指針（貧困対策）」を学ぶ。
第3回 SDGs1「貧困撲滅」について、貧困削減のミクロ対策事例として、「ミャンマー中央乾

燥地域貧困削減対策」から学ぶ。また、マクロ対策事例として、「ミャンマー国貧困削
減地方開発事業 （フェーズ2） 」から学ぶ。

第4回 SDGs1「貧困撲滅」について、内閣府が公表した「令和3年 子供の生活状況調査の分
析報告書」ほかを確認し、その原因と解決策について考察する。

第5回 SDGs2「飢餓をゼロに」、特に、「持続可能な農業を促進する」について、従来技術を
駆使した「セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プロジェクト」と、最先端科学による
イノベーションを実現した「スーダン 魔女の雑草ストライガの克服と乾燥地農業開
発」から学ぶ。

第6回 SDGs5「ジェンダー平等」について、「国際社会の取り組み」とジェンダー格差が極め
て大きい南スーダンのジェンダー格差の現状を確認し、「JICA課題別指針（ジェン
ダーと開発）」を学ぶ。

第7回 SDGs5「ジェンダー平等」について、「カンボジア政府のジェンダー平等政策」と
「JICAの支援策とその成果」について確認する。特に、「女性の経済的エンパワーメン
トのためのジェンダー主流化プロジェクト（2017～2018）」に焦点を当てる。

第8回 SDGs5「ジェンダー平等」について、令和2年に閣議決定された「3 第5次男女共同
参画基本計画」、「令和4年版 男女共同参画白書」の男女間賃金格差、その他資料を題
材に「日本社会のジェンダーギャップ」の原因と解決策について考察する。また、
OECDが発表しているSIGIから世界各国、各地域が抱えるジェンダー課題を確認する。

第9回 SDGs13「気候変動対策」について、「気候変動枠組み条約」（昨年開催されたCOP26の
概要を含む）と「IPCCの第6次評価レポート」を学び、今後取り組むべきことを考察
する。また、「海水面の上昇により沈むといわれている太平洋の島国ツバル」、 「ブー
タン ヒマラヤ氷河の減退と氷河湖の形成」の現状を確認する。

第10回 SDGs9 「強靱（レジリエント）なインフラ構築」について、「モルディブ共和国 マレ
首都圏気象災害情報収集・確認調査（2022年）」、「JICA課題別指針（運輸交通）」、「ベ
トナム国における運輸交通分野の戦略」について学ぶ。

第11回 SDGs7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」について、「地熱発電」の概要と
「ペルー 地熱発電開発マスタープラン調査（2012年）」他から学ぶ。

第12回 SDGs11「持続可能な都市及び人間居住の実現」について、従来技術を駆使した「セネ
ガル国ダカール首都圏開発マスタープラン策定調査（2016年）」手法 と低炭素社会の
実現をターゲットにイノベーション手法を開発した「アジア低炭素社会シナリオの開
発（2016年）」手法を学ぶ。

第13回 SDGs12「持続可能な生産消費形態の確保」、特に「廃棄物管理」について、国際社会
のこれまでの取り組みや関連条約、今日の世界が直面する課題について確認し、対応
策を検討する。

第14回 SDGs14「海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する」、SDGs15「生物多様性
の損失を阻止する 」について、国際社会のこれまでの取り組みや関連条約、今日の世
界が直面する課題について確認し、対応策を検討する。また、「チュニジア共和国半乾
燥地生物資源の機能解析と有効利用(2016)」、「フィリピン 沿岸生態系保全（2016）」、

「ガボン 生態系保全とエコツーリズム（2016）」から学ぶ。

なお、時事問題との関連が深い項目については、そのタイミングで取り上げることにするので、
講座の順序が入れ替わることがあります。2022年度は、「気候変動枠組み条約」の第26回締約国
会議（11月）、「生物多様性条約」第16回の締約国会議（2023年1月）が開催されたタイミング
で、関連講座を取り上げました。

履修の注意点
各回とも授業の骨子を示す事前配布資料をクラスウエブに掲載するので、あらかじめ目を通し
ておいてください。
授業では改めて本資料をクラスウエブに掲載し、事前配布資料の内容を詳しく説明します。

準備学習の内容
「国際協力機構ホームページ→研究者の方→JICA図書館ポータルサイト→JICA報告書・図書・
雑誌」にアクセスし、各課題の理解を深めるように努めてください。関連情報が多々あります。

教科書
特にありません。

授業で使用する資料の理解に努めるとともに、「国際協力機構ホームページ→研究者の方→
JICA図書館ポータルサイト→JICA報告書・図書・雑誌」にアクセスし、各課題の理解を深め
るように努めてください。関連情報が多々あります。

参考書
「国際協力機構ホームページ→研究者の方→JICA図書館ポータルサイト→JICA報告書・図書・
雑誌」にアクセスし、各課題の理解を深めるように努めてください。関連情報が多々あります。

課題に対するフィードバックの方法
各回とも受講後に小レポート（A4 1枚程度）の提出をお願いします。この小レポートを評価
対象としているので必ず提出するようにしてください。また、提出されたレポートに対しては、
コメントを返します。

提出期限は、各回とも授業の6日後の午前8時30分までなので、厳守してください。

成績評価の方法
授業後の小レポート（A4 1枚程度）（各回5％ 計70％））

期末レポート（A4 3枚以上）（30％）「各自関心のある地域社会の課題とその解決に向けた提
言」がテーマ。

その他

科目ナンバー：（PE）POL391J

地域政策論Ｆ【2022年度以降入学者】
地域政策論Ⅵ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 山 岸 絵美理

授業の概要・到達目標
本講座では、政治学や地方自治論についての基本的な知識を土台

として、市民・住民の自治体への参加の意義と役割を中心に理解を
深めていきます。民主主義の考え方から、日本の地方自治における
住民参加の意義や歴史からはじめ、住民参加の仕組みについて考え
ていきます。また、主権者として、市民・住民として、現代の日本
社会や地域における状況や仕組みをより深く考察し、住民参加の仕
組みについて、具体的な自治体の取り組み事例を交え、実践的に理
解を深めていきます。また、昨今のコロナ下の住民参加制度の影響
なども考え、デジタルと参加についても考えていきたいと思いま
す。本講座の履修を通じて、地域の一員として市民・住民として、
地域社会の現状と課題を理解し、活動できる力を養うことを身につ
けてください。

授業内容
第1回 イントロダクション、政治参加とは何か

・政治参加の前提についての概念整理
第2回 政府の役割と政治参加

・政府の機能と市民・住民の政治参加の意義
第3回 民主主義とは何か

・民主主義の歴史と理論
第4回 民主主義と参加（1）

・民主的な参加の諸制度（選挙と議会）
第5回 民主主義と参加（2）

・直接参加の諸制度（住民投票等）
第6回 政治参加の実践（1）

・日本における高度成長期の住民参加
第7回 政治参加の実践（2）

・自治体行政の統制と政策提案
第8回 コミュニティ形成と政治参加（1）

・自治会、町内会の役割と課題
第9回 コミュニティ形成と政治参加（2）

・コミュニティ政策の展開と自治体
第10回 市民・住民参加の事例（1）
第11回 市民・住民参加の事例（2）
第12回 政治参加の新しい展開と課題

・市民参加型の政策形成（市民ワークショップ、市民討議
会等）

第13回 政治参加の課題と展望
・市民,住民の政治参加が抱える問題点と合意形成の課題

第14回 全体のまとめと論点整理

履修の注意点
政治や地方自治についての理解が必要不可欠となるので、行政

学、政治学、地方自治論等への知識、何よりも地域への関心がある
ことが望ましい。

準備学習の内容
講義に関連する情報や資料を、新聞やインターネットなどのツー

ルを利用して、収集する。

教科書
開講時に指示する。

参考書
講義時に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
講義への貢献度（50％）、授業内に実施するリアクションペー

パー（30％）、討論への参加（20％）。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）POL391J

地域政策論Ｇ【2022年度以降入学者】
地域政策論Ⅶ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 北 嶋 守

授業の概要・到達目標
本授業では、国内外の産業振興策について、産業集積論、産業クラス
ター論の視点から検討します。「クラスター」という言葉は、今回の
新型コロナ感染症の世界的な拡大（パンデミック）に伴い知られるよ
うになった言葉ですが、本来は「集団感染」という意味ではなく、異
なるアクター間の協働と競争関係の状態を意味しています。
新型コロナの場合は、「ウイルス」が「クラスター」によって感染拡
大する現象が発生しましたが、本来、産業クラスター概念での「クラ
スター」では、「新しい情報や知識の伝播」という意味になります。
そこで、本授業では、この産業クラスター概念を中心に、国内外の産
業クラスターの事例紹介を通じて、地域産業政策の方法や課題を提示
します。
学生諸君には、将来、自分がどこで、どんな職業に就くか、その時、
地域産業と自分の関わりはどのようなものになるのかといった未来像
を想像しながら授業に臨んで貰えればと思います。そして、自分の未
来像を描出するヒントを掴んで貰うことが本授業の目標となります。

授業内容
第1回 イントロダクション：講義の進め方、参考文献の紹介、評価

方法などについて
第2回 産業集積と産業クラスターの違い
第3回 シリコンクラスター（1）米国
第4回 シリコンクラスター（2）福岡県
第5回 航空機クラスター（1）カナダ
第6回 航空機クラスター（2）日本
第7回 医療機器クラスター 福島県
第8回 ハイテククラスター フィンランド
第9回 ワインクラスター 山梨県
第10回 知財戦略クラスター 川崎市
第11回 新交通システムクラスター 富山市
第12回 再生可能エネルギークラスター（1） 真庭市
第13回 再生可能エネルギークラスター（2） 飯田市
第14回 最終回 授業のまとめ

履修の注意点
出席の確認を毎回は行います。
積極的に授業に参加して下さい。

準備学習の内容
毎回、オンラインで講義資料、参考文献を掲示しますので、予習・復
習に役立てて下さい。

教科書
特に指定しません。

参考書
北嶋守『ヘルスケア産業クラスター形成の日本的特質』（同友館、
2020）
他、参考文献は、毎回、オンライン資料で紹介します。

課題に対するフィードバックの方法
講義内容に関する質問は、毎回、講義の最後に質問の時間を設けま
す。

成績評価の方法
出席は平常点の参考にします。
期末レポート（80％）と上記の平常点（20％）の合計点で評価しま
す。

その他
私は30年近く政府系シンクタンクに勤務している研究員です。これま
で国内外で多くの調査研究をしてきました。その経験に基づく情報や
知識を皆さんに伝えたいと思います。また、私の役割は、この授業を
通じて学生諸君に「思考の変化」を与えることです。皆さんに少しで
も良い刺激や変化を与えられるよう努めます。

科目ナンバー：（PE）POL391J

地域政策論Ｈ【2022年度以降入学者】
地域政策論Ⅷ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 北 嶋 守

授業の概要・到達目標
この授業では、国内各地の産業振興策について、当該地域の産業の変遷
と近年の具体的な取り組みの事例に基づいて紹介します。また、地域産
業のイノベーションの仕組みについて、産業集積や産業クラスターとの
関係からも検討する予定です。現在、日本国内の地方地域は、産業構造
の変化や経済・産業のグローバル化、少子高齢化といった複数の問題に
直面しています。さらに、今後は、脱炭素社会やデジタル社会への対応
も重要になります。そこで、この授業では、特に高齢者が増加している
地方地域が如何にして若者にとって魅力ある地域づくりを行うことがで
きのかといった問題に焦点を当てながら、地域産業振興について考える
機会を提供したいと思います。
受講する学生諸君には、自分の地元の現状と照らし合わせながら、人口
減少の中で活力ある地域づくりは如何にして可能か、そのためにはどの
ような地域産業振興策が必要とされるのかといった問いについて、自分
自身の将来の問題として捉え、自分自身で考えて貰うことを期待してい
ます。

授業内容
第1回 イントロダクション：授業の進め方、参考文献の紹介、評価方

法などについて
第2回 地域資源の捉え方
第3回 新潟県燕三条地域
第4回 福井県鯖江地域
第5回 長野県諏訪岡谷地域
第6回 岩手県北上川流域
第7回 東京都大田区
第8回 福岡県久留米市
第9回 山梨県甲府市
第10回 北海道札幌市
第11回 再生可能エネルギーと産業集積 秋田県秋田市・能代市（洋上

風力）
第12回 再生可能エネルギーと産業集積 秋田県湯沢市（地熱発電）
第13回 再生可能エネルギーと産業集積 兵庫県神戸市（バイオマスボ

イラー）
第14回 最終回 授業のまとめ

履修の注意点
毎回、出席をとります。
積極的に授業に参加して下さい。

準備学習の内容
毎回、オンラインで講義資料・参考文献を掲示しますので、予習・復習
に活用して下さい。
また、各地域のHPなどから最新の産業振興策の情報を収集して下さい。

教科書
特に指定しません。

参考書
山崎朗編著『地域産業のイノベーションシステム』（学芸出版社、
2020）。
他、参考文献は、毎回、オンラインで掲示する講義資料の中で紹介しま
す。

課題に対するフィードバックの方法
講義内容については、毎回、講義の最後に質疑応答の時間を設けます。

成績評価の方法
出席状況を平常点の参考にします。
期末レポート（80％）、授業参加度（20％）の合計で評価します。

その他
私は30年近く政府系シンクタンクに勤務している研究員です。これまで
国内外で多くの調査研究をしてきました。その経験に基づく情報や知識
を皆さんに伝えたいと思います。また、私の役割は、この授業を通じて
学生諸君に「思考の変化」を与えることです。皆さんに少しでも良い刺
激や変化を与えられるよう努めます。
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科目ナンバー：（PE）POL391J

地域政策論Ｉ【2022年度以降入学者】
地域政策論Ⅸ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 佐々木 隆 志

授業の概要・到達目標
今日、児童を取り巻く環境は大きく変化してきている。児童の遊

び場の変化、少子化による家族機能の変化、未婚化等の問題があ
る。児童福祉のなかで障害児の養育や、在宅で医療を必要としてい
る在宅医療児ケアなどの課題もある。この授業では、子ども家庭福
祉や児童福祉とは何かを講義し、それらの現状と課題を明らかにす
る。児童に対する支援や児童の関わりなど、児童福祉についての理
解を深める。

この講義では、次の諸課題を明らかにすることが、到達目標であ
る。

（1）児童福祉の支える制度やサービスの仕組みを把握する。（2）
児童を取り巻く様々な環境を理解する。（3）障害児等に対する支
援の仕組みを学習する。（4）児童養護施設など、社会的養護を必
要としている人々の現状を明らかにする。（5）児童福祉と里親制
度、及び社会的支援が必要である乳幼児の実態についての理解を深
める。上記を通じて、今日の児童福祉の現状・在り方・課題を究明
する。

授業内容
第1回 児童福祉とは何か
第2回 現代社会福祉と児童問題
第3回 社会福祉と子ども家庭福祉
第4回 子ども家庭福祉の法体制
第5回 児童福祉の実施体制の仕組み
第6回 少子化と子ども福祉施策の実態
第7回 子ども福祉施策の実態と健全育成
第8回 保護を要する子どもの福祉
第9回 児童虐待の実態と対策
第10回 少年非行の実態と対策
第11回 少年犯罪と少年鑑別所
第12回 少年犯罪と少年院
第13回 罪を犯した者の更生
第14回 今後の子育て支援の在り方
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
なし

準備学習の内容
授業の最後に、次回の授業の予定について説明しますので、その該
当箇所を予習してください。

教科書
『現代社会福祉と子ども家庭福祉』
和田光一（編）（学文社）2014年。

参考書
なし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（30％）と期末の定期試験（70％）

その他

科目ナンバー：（PE）POL391J

地域政策論Ｊ【2022年度以降入学者】
地域政策論Ⅹ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 松 井 直 之

授業の概要・到達目標
・地方分権改革が進展していくなかで、地方公共団体（地方自治
体）には、それぞれの地域の課題を解決し、政策を実現するため
に、条例を制定して執行するなど実践的な法務活動を行うことが求
められています。こうした自治体（政策）法務のなかで主要なもの
として位置付けられている条例に着目し、国と地方の関係、条例に
関する様々な論点を解説したうえで、事例問題を対抗利益を踏まえ
て検討することで、地方自治と条例に関する基礎的な知識、考え方
を身につけていきます。
・地方自治と条例に関する基礎的な知識や考え方を身につけ、自分
の意見を組み立てることができるようになることを目標とします。

授業内容
第1回 大日本帝国憲法における地方制度
第2回 日本国憲法における「地方自治」
第3回 地方分権改革
第4回 国と地方の関係
第5回 政策の形成過程
第6回 政策の目的
第7回 政策の実現手段
第8回 条例の類型
第9回 法律と条例の関係
第10回 条例の評価
第11回 事例問題（1）
第12回 事例問題（2）
第13回 事例問題（3）
第14回 事例問題（4）

履修の注意点
・配布資料の一読を前提に、重要な点を軸に通常の講義形式により
行います。

準備学習の内容
・復習を中心に行うようにしてください。
・1回目から通常の講義をするので、指定された講義資料（「Oh-o!
Meiji」に掲載します）を事前に読み、分からないところを明らか
にしておいてください。
・受講後、指定された講義資料を読み直し、参考書を参照して、事
前に分からなかった点が理解できるようになったかを確認してくだ
さい。

教科書
・『ポケット六法』（有斐閣）、『デイリー六法』（三省堂）、『コンパ
クト六法』（岩波書店）などの六法を持参してきてください。

参考書
・『大学生のための憲法』 君塚正臣編著 （法律文化社）2018年
・『高校から大学への憲法』〔第2版〕君塚正臣編著 （法律文化
社）2017年

課題に対するフィードバックの方法
・授業時に説明します。

成績評価の方法
・①期末試験と②授業への参加度（課題・質疑応答）を合わせて成
績評価を行います。

その他
・講義の際に質問に答えてもらうことがありますので、国内政治な
どに関心を持って積極的に参加してください。
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

地域情報論
2単位

3・4年次

兼任講師 浅 岡 隆 裕

授業の概要・到達目標
「地域情報化」と呼ばれる社会変動の深化によって、地域に流通

し、当該地域の住民が受発信する情報の量と質が大きく変容してき
ています。
本講義では、地域情報の産出と流通、消費をめぐる、これまでの経
緯と現状について詳しく説明していきます。とりわけ≪地域メディ
ア≫や≪インターネットによる地域情報の受発信≫といったトピッ
クの説明に多く時間をかける予定です。
自分たちが生活をしているローカルな場に生起している地域情報に
ついて興味を持ち、その産出・流通メカニズムについて主体的に考
察できるだけの知識習得を目指します。

授業内容
第1回目 地域情報とは何か。それを学ぶ意義
第2回目 地域メディアの意義と機能
第3回目 情報通信産業としての地域メディア
第4回目 地域メディアの多様化と積層化
第5回目 政策としての地域情報化
第6回目 まちおこしと地域情報化
第7回目 地域でのコミュニケーション変容
第8回目 ローカルなネット・コミュニティ
第9回目 メディア活動という“社会運動”
第10回目 地域から情報発信のケーススタディ
第11回目 地域住民の情報ニーズと行動
第12回目 特定地域での地域情報の事例研究
第13回目 変わる≪地域≫概念
第14回目 コミュニケーションのデザインへ

履修の注意点
出席は重視します。
毎回リアクションコメントは提出頂き、平常点として評価します。

準備学習の内容
授業内で関連する参考書や関連書籍・資料を紹介するので、事前に
目を通して、講義内容の理解を深めてください。復習として授業で
見聞した概念、事例について、レジュメや配布物などを読み返し、
身近で当てはまる事例がないのかなどを考え、実際に調べてみるこ
とを推奨します。

教科書
特に指定しません。

参考書
『インターネット普及期以降の地域情報化とコミュニケーション変
容』 浅岡隆裕（KADOKAWA）2016年
その他、適宜、関連文献を紹介していきます。

課題に対するフィードバックの方法
毎回リアクションコメントやレポート課題については、次回の授業
内やクラスウェブなどで適宜、言及します。

成績評価の方法
複数回の小レポート20％、期末の最終レポート60％、平常点（授業
での積極参加・提出課題）20％とします。

その他
受講者が居住ないしは出身の地域社会やそこに存在する地域メディ
アに興味を持ってもらいたいと思います。
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科目ナンバー：（PE）LAW361J

民法（債権）
2単位

3・4年次

兼任講師 松 野 民 雄

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
民法は、人と人との間の法律関係を規律する最も基本となる法律で
ある。民法の内容は、民法総則、物権法、債権法、家族法（親族
法・相続法）によって構成されている。この授業においては、民法
の中の「債権法」に関する基礎知識の修得を目的として講義を行
う。授業の中では、債権法の内容について、なるべく多くの具体例
を用いて解説し、興味深く債権法に関する基礎知識を修得できるよ
うに進めていく。

この授業では、公務員試験・国家試験（宅建試験・行政書士試
験・司法書士試験等）・法学検定試験等の合格をも念頭に置いて進
めていく。

《授業の到達目標》
この授業では、民法の中の上記分野に関して、公務員試験（国家

一般職、地方上級）・国家試験（宅建試験、行政書士試験）合格レ
ベルの基礎知識の修得と法的思考力の涵養を到達目標としている。

授業内容
第1回 イントロダクション、債権の意義・性質、債権の発生原因
第2回 債権の目的
第3回 債権の効力（1） 債務不履行に基づく損害賠償請求（そ

の1）
第4回 債権の効力（2） 債務不履行に基づく損害賠償請求（そ

の2）
第5回 債権の対外的効力（1） 債権者代位権
第6回 債権の対外的効力（2） 債権者取消権（詐害行為取消権）
第7回 多数当事者の債権関係（1） 連帯債務
第8回 多数当事者の債権関係（2） 保証債務
第9回 債権譲渡
第10回 相殺
第11回 契約の成立
第12回 契約の効力
第13回 不法行為（1）
第14回 不法行為（2）

履修の注意点
受講に際しては、必ず、指定教科書と六法を持参すること。

準備学習の内容
教科書中、授業の進行予定に該当する箇所を、よく読んでおくこ

と。

教科書
松野民雄著『現代民法概要』（嵯峨野書院、2023年）

参考書
1．「民法判例百選Ⅱ 債権［第9版］」（別冊ジュリストNo.263、
有斐閣、2023年）
2．「六法」（どのようなものでもよい。小型のもので可。例えば、

「ポケット六法」有斐閣、令和5年版など）。
その他、必要に応じて、授業の際に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への出席（3分の2以上）が、当然の前提となる。そして、

平常点（授業への参加度・受講態度等30%）および定期試験の結果
（70%）を総合して評価する。

その他
本年度春学期、民法（債権）が試験科目になっている国家試験ま

たは公務員試験に合格した者については、特例措置あり。

科目ナンバー：（PE）LAW361J

民法（家族法）
2単位

3・4年次

兼任講師 松 野 民 雄

授業の概要・到達目標
《授業の概要》

民法は、人と人との間の法律関係を規律する最も基本となる法律
である。民法の内容は、民法総則、物権法、債権法、家族法（親族
法・相続法）によって構成されている。この授業においては、民法
の中の「家族法（親族法・相続法）」に関する基礎知識の修得を目
的として講義を行う。授業の中では、家族法（親族法・相続法）の
内容について、なるべく多くの具体例を用いて解説し、興味深く家
族法に関する基礎知識を修得できるように進めていく。

この授業では、公務員試験・国家試験（宅建試験・行政書士試験
等）・法学検定試験等の合格をも念頭に置いて進めていく。

《授業の到達目標》
この授業では、民法の中の上記分野に関して、公務員試験（国家

一般職、地方上級）・国家試験（宅建試験、行政書士試験）合格レ
ベルの基礎知識の修得と法的思考力の涵養を到達目標としている。

授業内容
第1回 イントロダクション、家族法の概要、親族の意義・範囲
第2回 親族法（1） 婚姻の成立要件
第3回 親族法（2） 婚姻の効果
第4回 親族法（3） 離婚の方法・効果
第5回 親族法（4） 親子関係（その1）「実親子関係」
第6回 親族法（5） 親子関係（その2）「養親子関係」
第7回 親族法（6） 扶養
第8回 相続法（1） 相続の意義、相続人の範囲
第9回 相続法（2） 相続分
第10回 相続法（3） 遺産分割
第11回 相続法（4） 相続の承認・放棄
第12回 相続法（5） 遺言（その1）
第13回 相続法（6） 遺言（その2）
第14回 相続法（7） 遺留分

履修の注意点
受講に際しては、必ず、指定教科書と六法を持参すること。

準備学習の内容
教科書中、授業の進行予定に該当する箇所を、よく読んでおくこ

と。

教科書
松野民雄著『現代民法概要』（嵯峨野書院、2023年）

参考書
1．「民法判例百選Ⅲ 親族・相続〔第3版〕」（別冊ジュリスト
No.264、有斐閣、2023年）
2．「六法」（どのようなものでもよい。小型のもので可。例えば、

「ポケット六法」有斐閣、令和5年版など）。
その他、必要に応じて、授業の際に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への出席（3分の2以上）が、当然の前提となる。そして、

平常点（授業への参加度・受講態度等30%）および定期試験の結果
（70%）によって総合的に評価する。

その他
本年度秋学期、民法（家族法）が試験科目になっている公務員試

験、国家試験または検定試験（法学検定試験等）に合格した者につ
いては、特例措置あり。
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科目ナンバー：（PE）LAW391J

経済法
4単位

3・4年次

兼任講師 山 田 弘

授業の概要・到達目標
経済法に分類される法律の中でもその根幹をなす独占禁止法に焦点を当て、必ずしも法学になじみのない履修者がいることを前提としつつ、
独占禁止法の歴史及び主要な規制、公正取引委員会の体制や執行手続等について、実務に即した説明を行います。必要に応じて海外における
規制の概要や国際協力の状況についても触れる予定です。
独占禁止法及び独占禁止政策がビジネス及び日本の経済社会に果たしている役割について理解することが、この授業の目的となります。

授業内容
第1回目 イントロダクション「独占禁止法を学ぶことの意義」
第2回目1－1「独占禁止法総論（独占禁止法の歴史）」
第3回目1－2「独占禁止法総論（独占禁止法の理念と目的）」
第4回目1－3「独占禁止法総論（独占禁止法の用語）」
第5回目1－4「独占禁止法総論（独占禁止法の規制対象）」
第6回目1－5「独占禁止法総論（公正取引委員会の組織と権限）」
第7回目2－1「独占禁止法の実体規定（不当な取引制限の解説）」
第8回目2－2「独占禁止法の実体規定（不当な取引制限・事例研究その1）」
第9回目2－3「独占禁止法の実体規定（不当な取引制限・事例研究その2）」
第10回目3－1「独占禁止法の実体規定（私的独占の解説）」
第11回目3－2「独占禁止法の実体規定（私的独占・事例研究その1）」
第12回目3－3「独占禁止法の実体規定（私的独占・事例研究その2）」
第13回目4－1「独占禁止法の実体規定（不公正な取引方法の解説その1）」
第14回目4－2「独占禁止法の実体規定（不公正な取引方法の解説その2）」
第15回目4－3「独占禁止法の実体規定（不公正な取引方法の解説その3）」
第16回目4－4「独占禁止法の実体規定（不公正な取引方法・事例研究その1）」
第17回目4－5「独占禁止法の実体規定（不公正な取引方法・事例研究その2）」
第18回目4－6「独占禁止法の実体規定（不公正な取引方法・事例研究その3）」
第19回目5－1「独占禁止法の実体規定（企業結合規制の解説）」
第20回目5－2「独占禁止法の実体規定（企業結合規制・分析手法その1）」
第21回目5－3「独占禁止法の実体規定（企業結合規制・分析手法その2）」
第22回目5－4「独占禁止法の実体規定（企業結合規制・事例研究その1）」
第23回目5－5「独占禁止法の実体規定（企業結合規制・事例研究その2）」
第24回目6－1「独占禁止法の手続規定（執行・手続その1）」
第25回目6－2「独占禁止法の手続規定（執行・手続その2）」
第26回目6－3「独占禁止法の手続規定（執行・手続その3）」
第27回目7－1「独占禁止法特論（政府規制と適用除外）」
第28回目7－2「独占禁止法特論（国際的側面）」

履修の注意点
必ずしも法学に関する知識は必要ありませんが、少なくとも条文の読み方程度は知っておいてください。

準備学習の内容
予習：教科書（事例研究については参考書として挙げた「判例・審決百選」）又は他の参考書・解説書の該当箇所を読んでおいてください。
復習：授業後に、教科書を再度読んでください。事例研究については、授業後、実際の命令書等に当たって内容を確認しておいてください。

教科書
岸井大太郎ほか「経済法 -- 独占禁止法と競争政策 第9版補訂」（有斐閣・2022年）

参考書
法制執務・法令用語研究会「条文の読み方 第2版」（有斐閣・2021年）
金井貴嗣ほか編「経済法判例・審決百選 第2版 (別冊Jurist) 」（有斐閣・2017年）

課題に対するフィードバックの方法
今のところ課題の提出を求めることは予定していません。仮に課題を課すことがあったとしても、個別にフィードバックするようなことはせ
ず、授業内で総括的な講評を行うにとどめる予定です。

成績評価の方法
定期試験（80％）、授業への貢献度（20％）

その他
特にありません。
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科目ナンバー：（PE）POL391J

地域創造総合講座
4単位

3・4年次

複数担当者

授業の概要・到達目標
「地域」は今日，多様で深刻な問題を抱えている。そうした中で，地域の健全化・活性化をはかるには，住民，企業，自治体の3つセクター

が，地域社会，産業，行政の分野を基礎として，互いに協働することが不可欠である。また3つセクターが統合される場である「地域」同士
が手をとりあい，グローバルな視点から行動することも不可欠である。本講座では，政治経済学部に設置されている各科目を学んだ後，地域
の発展という視点から，それらを総合化・体系化することを目的としている。それは各人が将来において，直接・間接に，地域社会（企業も
含む）で実践活動に従事することを前提としている。具体的には，公務員，議員，企業家，NPO 職員をはじめとして，さらには一市民として
である。

講師は，地域あるいはそれに関連する現場でご活躍されている方々で，その経験をもとにご講義願うとともに，ワークショップ形式も取り
入れ，学生参加型の講座となる。

授業内容
日程（秋学期，火曜，5・6時限の2時限連続）

テーマ（予定）
Ⅰ 地域からの発信

1．島の内発的発展と観光戦略
2．地域の報道現場からみた自治体とまちづくり
3．地域と世界を結ぶ

Ⅱ 地域医療・看護
1．地域における医療：医療に携わる人材，地域医療の動向，病院・診療所経営の実態などについて
2．地域における看護：看護サービスの内容，看護に携わる人材の育成・確保

Ⅲ 地域環境・景観
1．伝統的建造物と景観
2．農村の環境と景観
3．都市の景観と環境
＊出講予定講師についての詳細は，決定次第Oh-o! Meijiクラスウェブに掲載。

履修の注意点
全学科の学生が履修可能であるが，まち・地域・コミュニティの活性化に関心があり，現状の問題点を正しく把握し，それらを克服する手

段を実践的，総合的に学ぶ意欲を強く持つことが望まれる。

準備学習の内容
次回の講義担当者のプロフィール，著書，業績などを確認しておくことが望ましい。

教科書
特になし。ただし，各講師より各講義時において紹介される場合がある。

参考書
なし。

成績評価の方法
毎回の授業参加による貢献度。実習がある場合は，それへの参加も出席回数としてカウントする。定期試験は実施しない。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）ARS311J

日本・アジア文化論Ａ【2022年度以降入学者】
日本・アジア文化論Ⅰ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 嶋 田 直 哉

授業の概要・到達目標
文学理論を学ぶ。物語の内容（ストーリー）はもちろんのこと、物
語の構造に注目することで新たな読解の方法を身につける。
感覚的に物語を読むのではなく、分析的に物語が読めるようになる
ことを到達目標とする。
以下の作品を読む予定である。
志賀直哉「小僧の神様」
国木田独歩「鎌倉夫人」
横光利一「蠅」
芥川龍之介「藪の中」

授業内容
第1回 ガイダンス
第2回 日本近代文学史概論
第3回 日本近代文学研究とは
第4回 昔話の形態学（その1）
第5回 昔話の形態学（その2）
第6回 記号論入門
第7回 記号論の実践
第8回 作者（その1）
第9回 作者（その2）
第10回 視点（その1）
第11回 視点（その2）
第12回 描写
第13回 語り（その1）
第14回 語り（その2）
※講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
事前に指定された作品を読み、各自感想を持って授業に臨むこと。
いかなる理由があろうとも私語は絶対にしてはならない。
私語、途中退室をする者に対しては厳しく対処する。
★学習意欲が全くない者は履修してはならない。

準備学習の内容
事前に指定された作品（短編小説の予定）をしっかり読んでおくこ
と。

教科書
使用しない。
授業で使用する資料については、事前にOh-o!Meijiにアップロード
する。各自のデバイスで閲覧できるようにすること。

参考書
河野龍也他編著『大学生のための文学トレーニング近代編』（三省
堂、2012）
疋田雅昭『文学理論入門』（ひつじ書房、2021）
ほか
詳細は授業内で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度（40%）
期末レポート（60%）

その他
第1回の授業時で授業の進め方、成績評価について説明する。
履修変更期間中の欠席は一切配慮しない。
出席確認時に不正を行った者は厳しく対処する。

科目ナンバー：（PE）ARS311J

日本・アジア文化論Ｂ【2022年度以降入学者】
日本・アジア文化論Ⅱ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 本 間 次 彦

授業の概要・到達目標
近世の中国社会を主に分析の対象としながら、いわゆる「中国

的」なものとは何であるかについて、多角的に考察していきたい。
（1）他の地域に対して自らを「中国」と位置づける意識はどのよ
うに形成されてきたか、また、「中国人」とはどのような人たちの
ことか。（2）日本や朝鮮と比較した場合に、中国の近世社会とそ
のエリート像にはどのような特徴があったか。（3）日本と比較し
た場合に、中国の伝統社会が生み出した歴史観とその近代的変容に
はどのような特徴があったか。これらの点について順次とりあげて
いく。

同時代の日本や朝鮮、さらには、現代の中国との対比を通じて、
近世の中国社会がどのような意味で現代に連続し、また、断絶し
ているか明確化することが、この授業の目標となる。

授業内容
第1回：イントロダクション－中国とは何か
第2回：中華とナショナリズム
第3回：中国社会の特質
第4回：中国の「家」
第5回：中国・日本・朝鮮の近世社会
第6回：読書人（中国）と両班（朝鮮）
第7回：儒者と武士
第8回：朱子学と武士道
第9回：日本の朱子学
第10回：中国の伝統的歴史観
第11回：日本近世の歴史観
第12回：「文明開化」と「中華」
第13回：中国近代と社会進化論
第14回：東アジアの近世と近代

履修の注意点
現在の東アジア社会の成り立ちに強い関心をもつ皆さんに受講し

てもらえれば幸いです。

準備学習の内容
授業で配布された資料を読みかえすなどして、前回までの授業内

容を十分理解した上で、毎回の授業に出席すること。

教科書
特定の教科書は用いない。

参考書
特定の参考書は用いない。

課題に対するフィードバックの方法
次回の授業で講評を行う。

成績評価の方法
複数回のレポート提出により総合的に評価する。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ARS311J

日本・アジア文化論Ｃ【2022年度以降入学者】
日本・アジア文化論Ⅲ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

准教授 羽 根 次 郎

授業の概要・到達目標
本講義は中国の革命史について、1920年代の第一次国共合作（そして破綻）

から、1966年文化大革命勃発前までを論じたい。中国革命がロシア・ボリシェ
ヴィズムの強い影響下に進められたのは、中国共産党についてはいうまでもな
いこととして、実は中国国民党についても同様である。さらには、世界各地の
植民地や半植民地の民族解放運動の歴史を語るうえで、レーニン主義の影響を
語らないのは事実の隠蔽に等しい。

さて、昨今、中国の存在感が増すなかで、「自由vs共産」「民主vs独裁」の類
のあまりに単純化された空想的世界認識──つまり冷戦型の世界認識──が、
先進資本主義圏では立場の左右を問わず幅を利かせつつある。ただ、植民地／
半植民地を経験した後進地域（発展途上国）における民族革命や民族解放の歴
史は、そんな世界認識に沿って単純化できる代物ではない。

したがって、本講義は、大学に入るまで（そして入った今でも）ほとんど教
わる機会を持たぬままの、後進地域のかかる世界史的現実について、中国革命
とレーニン主義との関連において議論を進めることになる。

授業内容
初講：イントロダクション／問題提起
第2講：孫文の新三民主義について
第3講：北京政府、広東政府、武漢政府、南京政府──「中華民国」を考える
第4講：中国共産党とコミンテルン
第5講：復習と整理
第6講：抗日民族統一戦線と「中華民国」
第7講：二つの政治協商会議──中華人民共和国成立の背景
第8講：復習と整理
第9講：新民主主義──国民経済回復と全方位外交
第10講：朝鮮内戦──「向ソ一辺倒」の問題
第11講：復習と整理
第12講：第一次五か年計画と「社会主義改造の基本完成」
第13講：大躍進──急進的社会主義化の挫折
第14講：授業内容全体の確認

＊講義内容は進度や理解程度その他必要に応じて変更することがある。

履修の注意点
・中等教育でいう日本史Bや世界史Bの知識が大学受験レベルぐらいまであるこ
とを前提に講義を進める。
・高等教育では、基礎知識の欠如については教員がフォローしてくれるもので
はなく、学生自身の自学自習で補うものである。自学自習に励む習慣と意志の
ない学生が本講義を履修しても、チンプンカンプンなまま一学期が過ぎ去るも
のと思われるので、履修を全く勧めない。
・また、世間に言う「ポリティカル・コレクトネス」の類に立ち向かうことに
関心のない学生にとっては、授業の面白味もわからないかと思われるので、履
修は再考すべきかと思われる。
・他学部からの履修者を歓迎する。"

準備学習の内容
・厳しい自己批判の意識とともに授業に臨んでください。
・ノートを取ること。

教科書
・必要に応じて指示する。

参考書
・適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点20％、試験（またはレポート）80%
・リアクションペーパーなどを通じて学生に感想を聞くことがある。
・学習効果が明らかに見られない学生については人数の多寡に限らず、単位を
認定しない。

その他
・毎回の出席を履修の条件とする。
・私語だけは、居眠りなどとは異なり、生理現象とは到底考えられないため厳
禁とする。
・授業中にパソコンやスマートファンなどの電子機器を使用することを認めな
い。

科目ナンバー：（PE）ARS311J

日本・アジア文化論Ｄ【2022年度以降入学者】
日本・アジア文化論Ⅳ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 山 岸 智 子

授業の概要・到達目標
西アジアは主として政治的な出来事─それもたいがい危険きわまりな
い─のニュース映像とヘッドラインで印象づけられている。私たちは
国家や政治的アクターの動きを追いかけるだけで精いっぱいで、そこ
に生活する人々の生活や気持ちのありようにまで思いをはせる機会は
少ない。この授業では、西アジアの人々の文化や日常生活、そして過
酷な社会の現実を描いた渾身の映画、ドキュメンタリーなどを観るこ
とで、一般市民の住む場所としての西アジアをイメージする力を養う
ことを目標とする。また、西アジア出身の移民に関する映像作品もと
りあげて、グローバル化のなかに西アジアを位置づけるための一助と
したい。
必要に応じて、映画の背景についての説明を付し、機会を見つけて受
講者同士の映像への感想や意見交換もできるようにしたいと考えてい
る。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 アニメーション映画 マルジャン・サトラピ作『ペルセポリ

ス』～イラン生まれの元気な少女マルジャンの経験する革命
と戦争

第3回 ゴバーディー監督作品『ペルシア猫を誰も知らない』～イラ
ンでライブを開きたい若者たちは…

第4回 モーガン・スパーロック監督作品『ビン・ラディンを探せ』
前半～アメリカ人TVプロデューサーが中東に突撃取材

第5回 『ビン・ラディンを探せ』後半
第6回 ドキュメンタリー「アフガニスタン 永久支援のために 中

村哲医師」
第7回 B.Z.ゴールドバーグほか製作『プロミス』～イスラエルとパ

レスチナの子供たちの出会いの場を作ろうそして…
第8回 イマ─ド・ブルナート＆ガイ・ダビディ監督作品『壊された

5つのカメラ パレスチナ・ビリンの叫び』前半～パレスチ
ナの村人のカメラを通してみるオリーブ畑接収

第9回 『壊された5つのカメラ』後半
第10回 ジャッキー・リーム・サローム監督作品『自由と壁とヒップ

ホップ』 ～ラップの仲間で集まりたいパレスチナの若者た
ち

第11回 リベル・ドスキー監督作品『ラジオ・コバニ』～ISから解放
されたコバニでラジオ局を創設し町の復興をレポートする女
子大生

第12回 ヤムセン・サムデレリ監督作品『おじいちゃんの里帰り』～
ドイツに移住したトルコ人家族の物語

第13回 ナディーン・ラバキー監督作品『存在のない子供たち』～内
戦に苦しむレバノンの子供たちの体験する不条理

第14回 全体のまとめ

履修の注意点
世界史の基礎知識があることがのぞましい
できれば春学期の「日本・アジア地域論Ⅳ」とセットにして履修する
とより深いがえられる

準備学習の内容
毎回リアクションペーパーを提出してもらい、さらに映像・動画の背
景について復習を促す

教科書
特になし

参考書
特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
毎回のリアクションペーパーの内容60％、期末レポート40％

その他
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科目ナンバー：（PE）ARS311J

日本・アジア地域論Ａ【2022年度以降入学者】
日本・アジア地域論Ⅰ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 嶋 田 直 哉

授業の概要・到達目標
演劇を観ることとはどういうことなのか。その疑問をパフォーマン
ス理論にまでさかのぼって考えてみる。そののち映像を使い具体的
な作品の鑑賞を行う。
様々な舞台作品に触れることで演劇の理論、具体的な作品の演出方
法、現代を代表する劇作家の代表作について知ることを到達目標と
する。

授業内容
第1回 イントロダクション─演劇的とはどういうことか
第2回 日本の伝統芸能（1）─能の世界
第3回 日本の伝統芸能（2）─歌舞伎の世界
第4回 ミュージカル入門
第5回 「ジーザス・クライスト＝スーパースター」の世界
第6回 「エビータ」と「キャッツ」の世界
第7回 「オペラ座の怪人」の世界
第8回 「レ・ミゼラブル」の世界
第9回 宝塚歌劇団入門
第10回 「ベルサイユのばら」の世界
第11回 「エリザベート」の世界
第12回 劇団四季入門
第13回 井上ひさしの劇世界
第14回 総まとめ
※講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
映像を使った授業になるので各自積極的な姿勢で臨むこと。
実際の舞台鑑賞を課題にする予定。
いかなる理由があろうとも私語は絶対にしてはならない。
私語、途中退室をする者に対しては厳しく対処する。
★学習意欲が全くない者は履修してはならない。

準備学習の内容
積極的に劇場へ足を運び、舞台作品を鑑賞すること。

教科書
使用しない。
授業で使用する資料については、事前にOh-o!Meijiにアップロード
する。各自のデバイスで閲覧できるようにすること。

参考書
授業内で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度（60%）
期末レポート（40%）

その他
最初の授業に出席すること。履修変更期間中の欠席は一切配慮しな
い。
第1回の授業時に授業の進め方、成績評価について説明する。
★出席確認時に不正を行った者は厳しく対処する。

科目ナンバー：（PE）ARS311J

日本・アジア地域論Ｂ【2022年度以降入学者】
日本・アジア地域論Ⅱ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 本 間 次 彦

授業の概要・到達目標
明治時代以降の日本人は、中国をどのように見てきたのか。そも

そも、日本人の中国を見るまなざしは、この150年ほどの間にどの
ように変化してきたのか。また、そのような変化の中で、日本との
関係において、中国にはどのような新たな位置づけが与えられて
いったのか。これらの問題を、この授業では考察していく。その際
に、同時代の中国における日本観も随時参照することで、当時の日
中関係の状況を多面的に検討することも目ざす。

福沢諭吉から近年に至るまでの代表的な論者の中国観について順
次とりあげていくが、日本人の中国観が時代とともにどのように推
移して現在に至っているのか、この点を明確化することがこの授業
の目標となる。

授業内容
第1回：イントロダクション－福沢諭吉「脱亜論」とアジア主義
第2回：中江兆民・樽井藤吉
第3回：内村鑑三・陸奥宗光
第4回：岡倉天心
第5回：宮崎滔天・北一輝
第6回：吉野作造
第7回：内藤湖南
第8回：「北京学生の日本国民に告ぐるの書」
第9回：石橋湛山
第10回：三木清
第11回：尾崎秀美
第12回：竹内好
第13回：溝口雄三1－方法としての中国
第14回：溝口雄三2－中国の衝撃

履修の注意点
現在の日中関係の歴史的背景に強い知的関心をもっている皆さん

に受講してもらえれば幸いです。

準備学習の内容
授業で配布された資料を読みかえすなどして、前回までの授業内

容を十分理解した上で、毎回の授業に出席すること。

教科書
特定の教科書は用いない。

参考書
特定の参考書は用いない。

課題に対するフィードバックの方法
次回の授業で講評を行う。

成績評価の方法
複数回のレポート提出により総合的に評価する。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ARS311J

日本・アジア地域論Ｃ【2022年度以降入学者】
日本・アジア地域論Ⅲ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 丸 川 哲 史

授業の概要・到達目標
テーマ「東アジアの(ポスト)戦争映画を読む、語る」

ここで提示した「東アジア」とは日本、中国、朝鮮半島、台湾、沖
縄なども含みます。
それらは、国境で区切られた地理的な概念として考えられつつも、
実は様々なイメージ、人物の行動、また生き生きした言葉が絡まり
合い、交換される空間でもあります。
この講義では、そのような東アジアの内部で記憶されるべき鮮烈な
イメージや言葉、また人間に出会っていただきます。
テーマに「ポスト」の文字があるのは、日本の常識である一九四五
年で戦争が終わった感覚を乗り越え、東アジアでは苦難の「引き揚
げ」、原爆被害、中国内戦、米国と中国もかかわった朝鮮戦争、台
湾における社会混乱、沖縄の米軍基地建設など、様々な歴史の力が
渦巻いていたからで、そこに迫りたいためです。
素材として、東アジアにおける戦争、内戦、革命、冷戦文化、社会
運動にかかわる映像と、それに付随する言葉、図画も使用いたしま
す。

授業内容
1、イントロダクション──東アジアの中の戦争、内戦、植民地、

革命、冷戦のイメージ
2、映画『ゴジラ』(1954年)が示す戦争の記憶と、原爆への怒り
3、亀井文夫『戦ふ兵隊』(1938年)のなかの日本兵士のイメージ、

中国大陸のイメージ
4、姜文『鬼が来た!』(2000年)のなかの日本兵士のイメージ、中

国大陸のイメージ
5、姜文『鬼が来た!』のクライマックスが示す中国現代史の凝縮

性
6、侯孝賢『悲情城市』(1987年)が示す台湾植民地の記憶
7、侯孝賢『悲情城市』が示すポスト植民地期の暴力の記憶
8、侯孝賢『悲情城市』が示す両岸(大陸中国と台湾)の和解の可能

性
9、イムグォンテク『太白山脈』(1994年)が示す内戦の記憶
10、イムグォンテク『太白山脈』が描く土地改革の記憶
11、イムグォンテク『太白山脈』が目指す南北和解の可能性
12、岡本喜八『日本の一番長い日』で描かれた一九四五年八月十四

日の意味
13、『ドキュメント 沖縄戦の記憶』(1995年)から考察する記憶を

作る主体の問題
14、まとめ

履修の注意点
授業に出ていないと答えられないような課題を出します。

準備学習の内容
毎回クラスウェブをチェックして、その時に提示されたテキスト、
リンクの内容をダウンロードして来ること。

教科書
特になし。

参考書
初回の授業、また授業の中で提示していく。

課題に対するフィードバックの方法
本講義の中で課されたレポート、コメントペーパーに記入されたコ
メントなどに対して、授業の中で、またオンラインにてコメントを
つけるなど、フィードバックを行う。

成績評価の方法
レポートを重視します。また、コメントペーパーに記入された言葉
や感想、ご意見も成績に組み込みます。

その他

科目ナンバー：（PE）ARS311J

日本・アジア地域論Ｄ【2022年度以降入学者】
日本・アジア地域論Ⅳ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 山 岸 智 子

授業の概要・到達目標
この授業は、西アジアの近代をふりかえり、現況を解説することを
主眼とする。毎回、一つの国か地域をとりあげて、その近代史をひ
もときながら、現在当面している問題の由来や来歴を明らかにす
る、という手法をとる。
西アジア情勢は、世界情勢の縮図となっていることが多いので、こ
の授業は、単にユーラシアの西のはずれについての知識の断片を示
すだけのものではなく、グローバルに働きかけるさまざまな力がど
のように組み合わさり、作用し、紛争や不安定な政治状況などをも
たらしているのかについて考察する機会を提供する。
履修者には、「テロ? 戦争？こわ～い」といった漠然として恐ろし
気な印象論をこえて、具体的な人々の活動する場としての西アジア
のイメージを自分なりに持つことのできる能力を身に着けることが
期待される。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 人種論と西アジア
第3回 宗教とエスニシティ
第4回 アフガニスタンの混乱
第5回 イラン・ナショナリズムとイスラーム革命
第6回 イラク サッダーム・フセインからIS支配下へ
第7回 クルド人問題
第8回 湾岸産油国の興隆
第9回 ワッハーブ主義とサウジアラビア
第10回 シリア 「アラブの春」から内戦へ
第11回 歴史的シリアとエルサレム
第12回 パレスティナとイスラエル(1)問題の淵源
第13回 パレスティナとイスラエル(2)オスロ合意後の諸問題
第14回 全体のまとめ

履修の注意点
世界史の基礎知識があることがのぞましい

準備学習の内容
予習シートをOh-o! Meijiにアップロードされている場合には、それ
をもって授業に臨むことがもとめられる
また、授業で使ったスライドや配布物なども事後アップロードし
て、各自で復習できるようにする

教科書
特になし

参考書
特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
予習や授業への積極的な参加60％、期末試験（ないしは期末レポー
ト）40％
授業への参加については、リアクションペーパーを参考に評価する

その他
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科目ナンバー：（PE）ARS321J

ヨーロッパ文化論Ｂ【2022年度以降入学者】
ヨーロッパ文化論Ⅱ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

講師 永 川 聡

授業の概要・到達目標
近現代のドイツ史を政治・社会・文化の視点から考察する。今年

度はとりわけ「健康」や「公衆衛生」といったテーマに焦点を当て
る。また同じ問題圏に属する日本の事例にも目を向ける。

コロナ時代にわれわれ現代人は、「病気」が「不安」を呼び、「不
安」が「差別」を生み、「差別」がまた「病気」を作り出してしま
う負のスパイラルに陥ってしまった。この悪循環を断ち切るために
は、日独の「公衆衛生」に関わる負の歴史を再び見つめ直すことも
その一助となるかも知れない。

ドキュメンタリーなどの映像資料も用いて授業を進める。過去の
歴史が単なる昔の話ではなく、現在の世相はおろか、現代を生きる
われわれ自身の振舞いにも繋がっていることを認識してもらうこと
が目標である。

授業内容
第一回 イントロダクション
第二回 現代ドイツの「健康」事情（1）
第三回 現代ドイツの「健康」事情（2）
第四回 現代日本の「健康」事情（1）
第五回 現代日本の「健康」事情（2）
第六回 戦前～戦中のドイツ（1）
第七回 戦前～戦中のドイツ（2）
第八回 戦前～戦中の日本（1）
第九回 戦前～戦中の日本（2）
第十回 戦後のドイツ（1）
第十一回 戦後のドイツ（2）
第十二回 戦後の日本（1）
第十三回 戦後の日本（2）
第十四回 まとめ
＊上記の授業計画はおおよその流れを示したものである。各回の進
捗状況や必要に応じて、 話す内容が変更になったり順序が入れ替
わることもある。タイムリーな時事テーマがあれば適宜取り入れて
紹介する。

履修の注意点
授業回数の3分の2以上の出席が単位取得の条件である。なお、

初回の授業には必ず出席すること（出欠席回数の1回分として数え
ます）。グロテスクな映像を観たくない人には受講をお勧めしない。

準備学習の内容
現代への強い関心。授業中にノートを取るよう心がけること。

教科書
特に指定しない。

参考書
適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
学期末試験の成績80％、平常点（リアクションペーパー）20％

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）ARS321J

ヨーロッパ文化論Ｃ【2022年度以降入学者】
ヨーロッパ文化論Ⅲ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 瀬 倉 正 克

授業の概要・到達目標
19世紀フランスの詩人シャルル・ボードレール（Charles

Baudelaire、1821-67）の文学と人間観について講義する。とくに、
この詩人が「子供」という存在をどのように捉えていたかに注目
し、西欧近代の人間観との対比を試みる。

授業内容
ボードレールはフランスの近代詩人のなかでは「最も重要な詩

人」と目されており、たんにその後のヨーロッパ詩の方向を決定づ
けただけでなく、世界的な規模で藝術全般にわたって多大な影響を
及ぼしてきた。もちろん日本の近・現代詩を語るうえでも、ボード
レールの名を欠かすことはできないのだが、この授業では、そうし
た「近代詩人」としてのボードレールの「反近代性」を、彼の子供
観を通して明らかにしてゆく。各回の講義内容は、だいたい以下の
ようになる。
・初回 「オリエンテーション」

講義のコンセプト、テーマの意味、講義の概要と予定、受講
生の課題
・第2回、第3回 第1講、第2講 「ボードレールの生涯と作品」

作品の紹介、読書案内、生涯の概観
・第4回、第5回 第3講、第4講 「子供と原罪」

ボードレールの子供観の否定的側面の検討
・第6回 ボードレールの詩（1）
・第7回 授業内レポート（1）
・第8回、第9回 第5講、第6講 「子供と想像力」

ボードレールの子供観の肯定的側面の検討
・第9回 ボードレールの詩（2）
・第10回 授業内レポート（2）
・第11回、第12回 第7講、第8講 「子供の本性」

子供観に見るボードレールの人間観
・第13回、第14回 第9講、第10講 「子供と詩人」

詩的実存と子供観の関連性

履修の注意点
予備知識などはとくに必要ないが、話は哲学的・宗教的な次元の

かなり抽象的な事柄に属する。初回、オリエンテーションを行うの
で、興味が持てたひとに受講してもらいたい。

準備学習の内容
予備知識などはとくに必要ないが、話は哲学的・宗教的な次元の

かなり抽象的な事柄に属する。初回、オリエンテーションを行うの
で、興味が持てたひとに受講してもらいたい。

教科書
教科書はとくに用いない。ボードレールの作品としては、『悪の
華』ボードレール、安藤元雄訳（集英社文庫）を推奨する。

参考書
『ボードレール全集』阿部良雄訳（筑摩書房）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点と期末試験によって評価する。試験は、事前に提示された

テーマでレポートを書く。何を見てもよいが、自分の意見を述べる
ことが大切。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）ARS321J

ヨーロッパ文化論Ｄ【2022年度以降入学者】
ヨーロッパ文化論Ⅳ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

准教授 仮 屋 浩 子

授業の概要・到達目標
美術館を訪れて絵画鑑賞をするとき、西洋画家の作品の多くには

ギリシャ神話やキリスト教にまつわるモチーフが描かれています。
しかし、モチーフが何なのかを知らなければ表面的な美しさしか感
じることはできませんし、日本文化との比較をすることもできませ
ん。これは絵画のみならず、ほかの芸術作品全般にもいえることで
す。とりわけ古典神話が現代でも再創造されているのは、普遍的な
アーキタイプとして成り立っているからです。多くの場合、父権的
な眼差しから創造されてきたそれらの作品を観察することで、いか
に女性や弱者が客体として存在してきたのか、いかに私たちはそれ
を「美」として当たり前のように認識していたのかを知るととも
に、脱構築できるような眼力を身につけることができるでしょう。
さらには、歴史に登場する画家のほとんどが男性である背景を知る
ことで、当たり前だと考えられてきた知識がいかに歪められて部分
的でしかないことに気付かされるでしょう。

この授業では、前半はヨーロッパの芸術・知の源泉であるギリシ
ア神話とそれをモチーフにして創られた様々な芸術作品（絵画・彫
刻・文学・演劇・映画など）との関連性を、後半ではキリスト教の
様々なエピソードと芸術作品（絵画・彫刻・文学・演劇・映画な
ど）や祝祭との関連性を探求します。共に、様々なモチーフと取り
合わせる対象となるのはスペイン人によって創出された芸術作品で
すが、必要な場合はスペイン以外のヨーロッパ人の作品も扱ってい
く予定です。

授業はワークショップ形式、そしてグループ作業で進めていきま
す。代表的な芸術作品が想を得た神話や原典を分析することがで
き、知見を深めていくと同時に創造力を培い、国内や海外の芸術作
品に触れるのに相応しい眼をもつ人間に共に成長することをめざし
ます。

授業内容
第1回：ヨーロッパの基層文化について
第2回：ギリシャ神話と芸術作品1：スペインとヘラクレス伝説、

神話とは何か？
第3回：ギリシャ神話と芸術作品2：全能神ゼウスの父権性
第4回：ギリシャ神話と芸術作品3：恋する神たち
第5回：ギリシャ神話と芸術作品4：愛と死
第6回：ギリシャ神話と芸術作品5：権力に挑む者たち
第7回：ギリシャ神話と芸術作品6：知と傲慢
第8回：ホメロスの叙事詩と芸術作品：神々と英雄たち
第9回：ヴェルギリウスの叙事詩と芸術作品：神々と英雄たち
第10回：ギリシャ悲劇と芸術作品1：オイディプス伝説
第11回：ギリシャ悲劇と芸術作品2：オレステイア
第12回：新約聖書と芸術作品
第13回：キリスト教とスペインにおける暦と祝祭（1）
第14回：キリスト教とスペインにおける暦と祝祭（2）

履修の注意点
毎回新しいグループを組んだ上、共同作業を行います。グループ内
で作業したことを全体でシェアする時もあります。

準備学習の内容
授業で扱った題材がどのような文化事象でどのように援用されてい
るのかを積極的に探求すること。

教科書
特に定めない

参考書
特に定めない

課題に対するフィードバックの方法
Oh-o！Meijiから行う。

成績評価の方法
平常点・授業への貢献度（50%）、期末試験（50%）

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）ARS321J

ヨーロッパ地域論Ａ【2022年度以降入学者】
ヨーロッパ地域論Ⅰ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

講師 永 江 敦

授業の概要・到達目標
映画作品を利用しながら、イギリス文学を「楽しむ」ことを目的

とする。
ある文化圏の文化を理解する手がかりとして、一番適しているの

はその地域の文学を覗いてみるに限る。
文学には、その地域の人間の行為が一挙手一投足まで描写されて

いるからである。
とは言っても、短期間で外国の文学を読むのは大変な作業ではあ

る。
そこで、本講義では、映画化されているイギリスの文学作品を中

心に扱っていきたい。
もちろん、原作を読むのが一番だが、とっかかりとして映画を

使ってイギリス文学の世界に参入するということ。
それにしても、授業時間帯に映画全編を観ることは不可能なの

で、あらかじめ、大学のビデオライブラリーやネットレンタルなど
で作品を観ておくこと。

授業では、原作の原語の一部を読むこともある。
具体的には、講義時に示すことになろう。

授業内容
1．講義概要
2．チャップリン『モダンタイムス』
3．チャップリン『モダンタイムス』
4．グレアム・グリーン『第三の男』（早川文庫）（キャロル・リー

ド監督）
5．グレアム・グリーン『第三の男』（早川文庫）（キャロル・リー

ド監督）
6．E.M. フォースター『インドへの道』（ちくま文庫）（デイ

ヴィッド・リーン監督）
7．E.M. フォースター『インドへの道』（ちくま文庫）（デイ

ヴィッド・リーン監督）
8．トーマス・ハーディ『ダーバヴィル家のテス』（岩波文庫）（デ

イヴィッド・リーン監督）
9．トーマス・ハーディ『ダーバヴィル家のテス』（岩波文庫）（デ

イヴィッド・リーン監督）
10．グレアム・グリーン『第三の男』（キャロル・リード監督）
11．グレアム・グリーン『第三の男』（キャロル・リード監督）
13．映画『アラビアのロレンス』（デイヴィッド・リーン監督）
14．映画『アラビアのロレンス』（デイヴィッド・リーン監督）/ま

とめ

履修の注意点
一つの作品が終わったら、レポートを課するので、必ず提出するこ
と。
試験はなし。

準備学習の内容
講義内で映画作品を見るが、度々静止して、詳しい解説をするつも
りだが、時間が限られているので、あらかじめ、作品等を見てくる
ことを課することあり。
できるだけ、無料で見られる方法を提示するが、各自ネットレンタ
ルを利用して見ておくこと。

教科書
オーメイジで資料などを示す。

参考書
オーメイジで資料などを示す。

参考文献：『黒澤明が選んだ100本の映画』（文春新書）

課題に対するフィードバックの方法
オーメイジ機能を利用して行う。

成績評価の方法
3～4本のレポートを課する。

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）ARS321J

ヨーロッパ地域論Ｂ【2022年度以降入学者】
ヨーロッパ地域論Ⅱ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

准教授 飯 嶋 曜 子

授業の概要・到達目標
本講義は、ドイツ語圏の地域の特性をヨーロッパという空間のな

かに位置づけ把握するとともに、ドイツ語圏内部のさまざまな地域
の実情やその変容を明らかにすることを目的とする。ドイツ、スイ
ス、オーストリアの3カ国から都市と農村を取り上げ、それらが抱
える問題やその変容を、都市計画・まちづくり、農村開発、環境政
策の3つのテーマに絞り具体的に論じていく。さらにイタリア・南
チロル地域とフランス・アルザス地域を取り上げ、国民国家の枠内
での少数言語地域としてのドイツ語圏が抱える問題を論じる。

分析の際には、特定の地域的な現象をEU、国家、州、県、市町
村などの多様な空間スケールとの重層的な連関の中で把握すること
の重要性に着目する。

受講者は以上の一連の講義を通じて、ドイツ語圏の諸地域のさま
ざまな実態を把握するとともに、ドイツ語圏の地域とは何かという
問題に対し、多角的な視点から捉えていくことが可能となる。

授業内容
1．ヨーロッパとドイツ語圏
2．ドイツ① ボン：ドイツの都市システム
3．ドイツ② ケルン：景観論争
4．ドイツ③ フライブルク（1）：環境に配慮したまちづくり
5．ドイツ④ フライブルク（2）：問題地区のコミュニティ再生
6．ドイツ⑤ 黒い森の文化・民俗
7．スイス① アルプスの土地利用
8．スイス② アルプスの環境保護と交通政策
9．スイス③ ベルン：中世都市の構造と機能
10．スイス④ バーゼル：国境を越える都市圏
11．オーストリア① ウィーンの都市再開発
12．オーストリア② チロル：農村開発とツーリズム
13．イタリアのなかのドイツ語圏：南チロル
14．フランスのなかのドイツ語圏：アルザス
＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
中学・高校時代に使用したもので構わないので、地図帳を持参する
こと。常に地図を参照し、地理的関係を考慮して事例地域を位置づ
ける姿勢を身につけてほしい。

準備学習の内容
とくに定めない。

教科書
とくに定めない。

参考書
とくに定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度、および期末レポートもしくは期末試験の結果から
総合的に判断する

その他
とくになし。

科目ナンバー：（PE）ARS321J

ヨーロッパ地域論Ｃ【2022年度以降入学者】
ヨーロッパ地域論Ⅲ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 瀬 倉 正 克

授業の概要・到達目標
エマニュエル・トッドの家族人類学的視点の紹介がこの授業の眼目です。

ここではとくに、トッドの『新ヨーロッパ大全』（L'Invention de l'Europe）
を中心に取り上げ、ヨーロッパの近代がどのような思想的葛藤のなかから
生じてきたのか、それが地域的な価値観の多様性とどのように関連付けら
れるかを明らかにしたいと思います。（なお、ここで言うヨーロッパとは、
より限定的には「西ヨーロッパ」を指します。）

具体的な到達目標は設定しませんが、学問的分析において斬新な視点を
設定することがいかに大切か、という点を理解してもらうことが目標にな
るでしょう。

授業内容
ヨーロッパとは何かという問題は、非常に複雑で大きな問題です。この

授業で紹介するエマニュエル・トッドの家族人類学的視点は、この問題に
対する驚くほど包括的な解答を提示し得ているところが、他の学問的視点
と比べても実にユニークだと思います。さまざまな社会現象の裏側に隠れ
た興味深い意味を、トッドの視点は次々と明らかにして行きます。その分
析手法を少し紹介してみましょう。
『新ヨーロッパ大全』のなかでトッドは、ヨーロッパを483の単位（行政

単位に近い）に分け、この細かなジグソーパズルのような地図の各単位ご
とに、そこに住む家族の形がどのようになっているかを調べます。そうす
ると、ヨーロッパには大きく分けて4つの「家族型」があることが分かっ
てきます。その4つはそれぞれ、「直系家族」、「平等主義核家族」、「共同体
家族」、「絶対主義核家族」と命名されていますが、これらの家族型の分布
を示す地図を描いてみると、今日の国境が描く地図とはまったく違う絵柄
が浮き出てきます。

トッドはさらに、4つの家族型がどのような特徴を持つのかを分析しま
す。詳しくは授業で説明しますが、簡略に言えば、平等主義的か不平等主
義的か、権威主義的か自由主義的かという物差しで、各家族型の価値観を
決定してゆくわけです。そして、このような学問的手続きを踏んでヨー
ロッパを家族型の観点から色分けしてみると、近代化の過程でヨーロッパ
各地で起こった社会現象の意味がだんだん見えてきます。

授業では、以下のスケジュールに沿って考察を進めます。

第1講 イントロダクション ～ヨーロッパとは？
第2講 エマニュエル・トッドの『新ヨーロッパ大全』の構成
第3講 西ヨーロッパの家族制度（1）
第4講 西ヨーロッパの家族制度（2）
第5講 西ヨーロッパの農地制度
第6講 宗教改革と対抗宗教改革（1）～キリスト教とは？
第7講宗教改革と対抗宗教改革（2）～宗教改革とは?
第8講 宗教改革と対抗宗教改革（3）～宗教改革と家族制度
第9講 授業内レポート（「宗教とは？」）
第10講 識字化 ～文化の領域
第11講 産業革命 ～経済の領域
第12講 脱キリスト教化 ～イデオロギーの領域
第13講 受胎調節 ～人口の領域
第14講 秋学期のまとめ
第15講 定期試験と解説

履修の注意点
なるべく易しく解説しますが、続けて聴講しないと分からなくなります。

休まずに出席してください。
授業内レポートを課します。テーマは前もって知らせますので、準備し

ましょう。
毎回、授業の感想を書いてもらい、それを出席票の代わりとします。

準備学習の内容
特になし。

教科書
教科書は使用しません。

参考書
エマニュエル・トッドの著作は、興味がわいたら読んでみてください。

図書館にもあります。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
出席率、レポート、定期試験によって総合的に評価します。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ARS321E

ヨーロッパ地域論Ｄ【2022年度以降入学者】
ヨーロッパ地域論Ⅳ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 佐 原 徹 哉

授業の概要・到達目標
This lecture discusses the phenomenon known as " Islamic
extremism." The emergence of "Islamic State" group in 2014 and the
victory of Talibans in Afghanistan in 2021 are symbolic events that
strongly alert our deficit in grasping this phenomenon. Why do the "
terrorists" strive to build their own "state"? For all the international
efforts to contain them, why do they continue to proliferate, rather
than dwindle? Does the terrorism derive from the nature the Islam?
Or, do they betray this religion? The lecture tries to find the
answers to those question, by comparing the radical ideas with the
orthodox traditional interpretations of Islam, as well as by
elucidating the historical background and development of radical
groups all over the world.

授業内容
Lecture 1 Introduction: What is the fundamentalism? Is it Christian

or Islam? Why do we call the Muslim extremists as "
Islamic"?

Lecture 2 The basics of traditional Islam: Koran, Prophets, Early
History of Muslim states

Lecture 3 Variety of Islamic creeds: Sunnism, Shiism, and Sufism
Lecture 4 The Origins of Islamic Revival: The Ideas of Jamal Addin

Afghani, Muhammad Abduh and Rashid Rida
Lecture 5 Egyptian Muslim Brotherhood and their Salafism: Hassan

Banner and Sayyd Qutb
Lecture 6 Modern Jihadism: Abdussalam Farraj and Abdullah

Azzam
Lecture 7 First Afghan War and the Origin of Al-Qaeda
Lecture 8 Bosnian Civil War and the Balkan Jihadi Network
Lecture 9 Chechen Wars and the Rise of Jihadism in Former Soviet

Countries
Lecture 10 The 911 Attack and Al- Qaeda's Strategy, Second

Afghan War, Failure of US Occupation of Afghanistan,
Victory of Taliban

Lecture 11 Second US Invasion of Iraq, Al-Qaeda of Iraq and their
Taqfirism

Lecture 12 Syrian Civil War and the Rise of ISIS
Lecture 13 Expansion of ISIS Offshore " Provinces": Abu Sayyaf

Group in the Philippines, Boko Haram in Nigeria
Lecture 14 Conclusions

履修の注意点
Nothing

準備学習の内容
Not specified

教科書
Not specified

参考書
Not specified

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
Midterm and final examinations

その他

科目ナンバー：（PE）ARS331J

アメリカ文化論Ａ【2022年度以降入学者】
アメリカ文化論Ⅰ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

准教授 兼 子 歩

授業の概要・到達目標
今日、公式には奴隷制を合法とする国家は1つも存在しないが、現
実には世界で2000万人以上の人びとが何らかの不自由労働に従事さ
せられていると言われる。私たちは自由人である、ということに
なっているが、それはいかなる意味において自由なのだろうか。就
活はする自由もしない自由もある、私たちには就職先を決める自由
がある、仕事に不服であればやめる自由がある、と言われればどん
な気分になるだろうか。
働くことと「自由」の意味を、改めて考えてみることは意味のない
ことではないだろう。この問題には、哲学や社会思想、政治学や社
会学などさまざまなアプローチがありうるが、この授業ではアメリ
カの歴史を通じて考えてみたい。そこで、17世紀のイギリス植民地
の時代から南北戦争終結の1865年までアメリカに存在していた奴隷
制の歴史を振り返ることを通じて、働くことと「自由」の意味を多
角的に理解する視点を獲得することを目指したい。

授業内容
以下は各回の予定である。
1 イントロダクション
2 奴隷貿易のはじまりと資本主義
3 アメリカの奴隷制と〈人種〉の創出
4 人間を所有する人びと：奴隷主たちの世界
5 持てる者と持たざる者：プランターとヨーマン
6 奴隷たちの世界① 労働
7 奴隷たちの世界② 家族
8 奴隷たちの世界③ 文化
9 北部と奴隷制①：奴隷制廃止運動のはじまり
10 北部と奴隷制②：北部人が「白人」になるとき
11 連邦体制の危機と南北対決への道
12 再統一と解放の戦争：南北戦争と歴史を動かす奴隷たち
13 再建期の改革政治：新たな革命の始まり
14 未完の革命：再建政治の終焉

履修の注意点
毎回、授業の後でOh-o! Meiji上に小テストがアップロードされるの
で、授業の内容に基づいて期日までに回答すること。また、この小
テストには授業内容に関する質問・コメントを書き込める欄がある
ので、質問やコメントのある人は自由に記入してもらいたい。

準備学習の内容
主な復習は、授業後のOh-o! Meijiでの小テスト入力である。

教科書
この授業では、必要な資料は配布されるか、Oh-o! Meijiでアップ
ロードされるので、購入する必要はない。

参考書
授業中に適宜紹介するが、全体に関する入門書としては、以下のも
のを推奨する。

・上杉忍『アメリカ黒人の歴史：奴隷貿易からオバマ大統領まで』
中公新書、2013年
・布留川正博『奴隷船の世界史』岩波新書、2019年
・植村邦彦『隠された奴隷制』集英社新書、2019年

課題に対するフィードバックの方法
小テストの解答と、質問・コメントへの返答をまとめたものを、次
の回の授業で配布する。

成績評価の方法
小テストの回答によって採点する（100％）。また、質問・コメント
のうち、授業内容への理解を広げる・深めることに貢献しているも
のについては若干加点するが、この加点がなくとも満点を取ること
は可能である。

単位の取得は、100点満点中60点以上。Sは受講者のうち上位10%を
限度として与えられる。

その他
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科目ナンバー：（PE）ARS331J

アメリカ文化論Ｄ【2022年度以降入学者】
アメリカ文化論Ⅳ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 石 山 徳 子

授業の概要・到達目標
〈授業の概要〉

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）のデータによると、2018年に同国で報告さ
れた憎悪犯罪（ヘイト・クライム）は、7120件にものぼる。そのうちの60パーセ
ントを占めるのが、人種・民族・出自に関する偏見と憎悪に基づく犯罪である。
その背景と実態を探るためには、構造的な人種差別、広がり続ける格差というよ
うな社会問題を見つめる必要がある。2016年に大統領に就任し、2020年の選挙戦
では接戦の末に敗北したものの、7000万票も獲得したドナルド・トランプは、異
なる人種や文化のあいだに広がる亀裂と憎悪を増殖させるような言動を繰り返し
てきた。

この授業では、「憎悪」をキーワードにアメリカ合衆国の社会と文化について学
ぶ。同国は、先住民族にたいする侵略と虐殺と、アフリカから強制的に連行した
黒人奴隷の労働力の搾取を基盤に発展してきた。したがって、国家の成立の根本
に、制度的、構造的な暴力が内在し、そこには人種差別のイデオロギーが深く浸
透していた。これは、階級、ジェンダー、セクシュアリティによる差別思想とも
相関関係にあり、アメリカの文化と風景の素地を形成している。また、コロナ禍
において、アジア系住民に対するハラスメントも急増している。

アメリカ史の系譜において、周縁化された人びとは、多方向にわたる連帯を築
きながら、差別思想と支配構造に抗ってきた。抵抗の営みにおいては、アメリカ
型民主主義やアメリカ例外主義に依拠するアメリカン・ドリームの実現を目指す
動きもあれば、これにたいして批判的な眼差しを投げかけるものもある。
「憎悪」がまずます蔓延るアメリカ社会において、多文化の共生は可能なのか、

本授業では多様な歴史空間において展開してきたさまざまな事例を参照しながら
考えてみたい。

〈到達目標〉
「憎悪」をキーワードにアメリカ合衆国の社会を観察する作業を通して、多様な

民族や文化の共生の困難と可能性について考える。

授業内容
1）アメリカ社会における憎悪犯罪
2）アメリカ例外主義の言説とアメリカン・ドリーム
3）セトラー・コロニアリズムの歴史と先住民族にたいする憎悪
4）奴隷制度の歴史と黒人にたいする憎悪
5）白人至上主義、ホワイト・ナショナリズム
6）ブラック・ライブズ・マター運動とは何を意味するのか
7）移民にたいする憎悪
8）コロナ禍と憎悪
9）ジェンダー・セクシュアリティに関する憎悪（1）
10）ジェンダー・セクシュアリティに関する憎悪（2）
11）都市空間に展開する憎悪
12）憎悪と戦争（1）
13）憎悪と戦争（2）
14）まとめ

履修の注意点
遅刻は他の学生の迷惑になるので、時間厳守で集まり講義に集中すること。授業
準備に必要な課題文献等については、適宜指示する。

準備学習の内容
教科書は指定しないが、参考書を適宜読みながら予習、復習をしてほしい。

教科書
特になし

参考書
石山徳子著『「犠牲区域」のアメリカ 核開発と先住民族』岩波書店 (2020)
大治朋子著『勝てないアメリカ──「対テロ戦争」の日常』岩波新書 （2012）
荻野美穂著『女のからだ ─ フェミニズム以後』 （2014）
兼子歩・貴堂嘉之編著『「ヘイト」の時代のアメリカ史:人種・民族・国籍を考え
る』彩流社 (2017)
兼子歩・貴堂嘉之編著『「ヘイト」に抗するアメリカ史:マジョリティを問い直す』
彩流社 (2022)
鎌田遵著 『ネイティブ・アメリカン』岩波新書 （2009）
アーロン グランツ、 反戦イラク帰還兵の会 著、 TUP 訳 『冬の兵士─イラク・
アフガン帰還米兵が語る戦場の真実 』岩波書店 （2011）
白井洋子著『ベトナム戦争のアメリカ ー もう一つのアメリカ史』刀水書房

（2006）
ジョン・ダワー著『容赦なき戦争』平凡社ライブラリー (2001)
アンジェラ・デイヴィス著、 上杉 忍訳『監獄ビジネス─グローバリズムと産獄複
合体』 岩波書店 （2008）
廣部泉著『黄禍論 百年の系譜』講談社選書メチエ (2020)
油井大三郎著『好戦の共和国アメリカ─戦争の記憶をたどる 』岩波新書 （2008）
渡辺靖著『白人ナショナリズム アメリカを揺るがす「文化的反動」』中公新書
(2020)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
期末試験 100%

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）ARS331J

アメリカ地域論Ａ【2022年度以降入学者】
アメリカ地域論Ⅰ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

准教授 兼 子 歩

授業の概要・到達目標
生殖する女性の身体は誰のものだろうか。女性自身のものである
と、果たして断言できるだろうか。女性が妊娠すること／妊娠しな
いこと／妊娠状態を止めること／妊娠状態を続けることは、常に禁
止や強制、規制や圧力の対象となってきた。女性の生殖能力は人口
政策における操作の対象とされ、ときには生産力の源泉として奉ら
れ、ときには秩序の敵として憎まれてきた。そして同時に、自己の
身体と生殖能力を自分自身のものとして取り返そうとする女性たち
の闘いが歴史的に展開されてきた。
この授業ではアメリカの歴史を、生殖をめぐる問題の歴史として概
観しながら、生殖・身体・自由をめぐる問題を多角的に考える視点
を獲得することを目標とする。主にジェンダーとセクシュアリティ
に焦点を当てていくが、同時に人種や階級など他の社会問題との関
連性にも注目しながら論じていく。

授業内容
以下は各回の予定である。
1 イントロダクション
2 植民地期のジェンダーと性
3 北部中産階級のジェンダー観と生殖
4 避妊と中絶の禁止へ
5 身体を国家から解放する：バースコントロール運動の登場
6 人種のための身体：優生運動の時代
7 第二波フェミニズム運動とロウ判決への道
8 経口避妊薬（ピル）のパラドックス
9 バックラッシュの時代①：プロライフ運動の登場
10 バックラッシュの時代②：プロライフ運動の文脈
11 バックラッシュの時代③：プロライフ運動の現在
12 産ませない権力：人種と生殖の権利
13 現代アメリカの結婚
14 養子縁組のポリティクス

履修の注意点
毎回、授業の後でOh-o! Meiji上に小テストがアップロードされるの
で、授業の内容に基づいて期日までに回答すること。また、この小
テストには授業内容に関する質問・コメントを書き込める欄がある
ので、質問やコメントのある人は自由に記入してもらいたい。

準備学習の内容
小テストへの回答を行うことが、おもな授業の復習となる。

教科書
この授業では、必要な資料は、当日授業で配布するか、Oh-o! Meiji
で配信するので、購入する必要はない。

参考書
授業中に適宜紹介するが、全体に関する入門書としては、以下のも
のを推奨する。

・荻野美穂『生殖の政治学：フェミニズムとバース・コントロー
ル』山川出版社、1994年
・荻野美穂『女のからだ：フェミニズム以後』岩波新書、2014年

課題に対するフィードバックの方法
小テストの解答と、質問・コメントへの返答をまとめたものを、次
の回の授業で配布する。

成績評価の方法
小テストの回答によって採点する（100％）。また、質問・コメント
のうち、授業内容への理解を広げる・深めることに貢献しているも
のについては若干加点するが、この加点がなくとも満点を取ること
は可能である。

単位の取得は、100点満点中60点以上。Sは受講者のうち上位10%を
限度として与えられる。

その他
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科目ナンバー：（PE）ARS331J

アメリカ地域論Ｄ【2022年度以降入学者】
アメリカ地域論Ⅳ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 石 山 徳 子

授業の概要・到達目標
〈授業概要〉

本授業では、アメリカ合衆国の広大で多彩な地理空間を観る作業を通じて、同
国の社会に内在する差別、格差、暴力、そして共生に向けた動きについて考える。
政治経済・社会的な営みと地理空間の変化は、深い相関関係にある。たとえば、
地理的な分離は、アメリカ社会に根強い人種、階級、ジェンダー、セクシュアリ
ティによる差別や格差を構造的に再生産してきた。そのいっぽうで、政治経済的
な不平等の是正を目指し、異文化の共生が可能な空間を模索する動きも活発であ
る。

本授業ではいくつかのテーマをもとに、深南部の森林、西部の砂漠地帯、ある
いはグローバル経済の中心地である現代都市といった多彩な地理空間を読む。論
文や書籍、授業担当者が各地を歩き撮影した写真資料や映画など、さまざまなメ
ディアを使いながら、アメリカという複雑、かつダイナミックな大国の諸相を紹
介したい。

具体的には、人種隔離政策のもとにさまざまな権利を剥奪され続けた黒人、真
珠湾攻撃を機に強制収容所に送られた12万人近くの日系人、世界初の国立公園の
設置により土地を奪われた先住民族、核実験や核廃棄物処分の最前線に置かれた
先住民族など、特に社会的に弱い立場に置かれた人びとによる地理的な経験に焦
点を当てる。

〈到達目標〉
アメリカ社会にたいする理解を深め、また、地理空間を知的好奇心と批判精神

を持って観察する視点を学ぶ。

授業内容
1）イントロダクション地理空間を読む

西部開拓とマニフェスト・ディスティニー
〈人種隔離の地理空間〉

2）アメリカ深南部における人種隔離政策の歴史
3）人種統合を目指す闘い

〈日系人強制収容所の地理空間〉
4）第二次世界大戦と日系人強制収容所
5）日系人強制収容所の地理空間
6）日系人強制収容所史跡

〈国立公園の地理空間〉
7）国立公園の歴史
8）国立公園と先住民族

〈核開発の地理空間〉
9）冷戦と核開発 ネバダ実験場
10）原子力発電
11）放射性廃棄物処分をめぐる問題

〈現代都市の地理空間〉
12）要塞化する都市
13）災害と都市
14）まとめ

履修の注意点
遅刻は他の学生の迷惑になるので、時間厳守で集まり講義に集中すること。授

業準備に必要な課題文献等については、適宜指示する。

準備学習の内容
教科書は指定しないが、参考書を適宜読みながら予習、復習をしてほしい。

教科書
特になし

参考書
淺野敏久、 中島弘二編著『自然の社会地理』海青社 (2013)
石山徳子著『「犠牲区域」のアメリカ 核開発と先住民族』岩波書店（2020）
上杉忍著『アメリカ黒人の歴史 奴隷貿易からオバマ大統領まで』中公新書

（2013）
兼子歩・貴堂嘉之編著『「ヘイト」の時代のアメリカ史:人種・民族・国籍を考え
る』彩流社 (2017)
鎌田遵著『ドキュメント アメリカ先住民』大月書店（2011）
川島正樹著『アメリカ市民権運動の歴史 連鎖する地域闘争と合衆国社会』名
古屋大学出版会 （2008）
杉浦芳夫編著『地域環境の地理学』朝倉書店 （2012）
田中研之輔著『ルポ 不法移民 アメリカ国境を超えた男たち』岩波新書 (2017)
レベッカ・ソルニット著 高月園子訳『災害ユートピア ー なぜそのとき特別な
共同体が立ち上がるのか』亜紀書房 （2010）
マイク・デイヴィス著 村山敏勝・日比野啓訳『要塞都市 LA』増補新版 青土社

（2008）
ニール・スミス著 原口剛訳『ジェントリフィケーションと報復都市 新たなる
都市のフロンティア』ミネルヴァ書房 (2014)
矢作弘『都市危機のアメリカ 凋落と再生の現場を歩く』岩波書店, 2020年
矢ケ崎典隆・森島済・横山智編著 『サステイナビリティ 地球と人類の課題』朝
倉書店 (2018)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
期末試験 100パーセント

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）ARS331J

アメリカ文化論Ｃ【2022年度以降入学者】
アメリカ文化論Ⅲ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 廣 部 泉

授業の概要・到達目標
1890年代から今日までの日米関係を、人種という観点から講義し

ます。コロナ禍に入って、アメリカではアジア人をターゲットにし
た暴力事件が多発しています。アジアンヘイトと呼ばれる現象がそ
れです。これはコロナ禍に限ったものでしょうか。実はそうではあ
りません。19世紀後半からの100年以上の歴史に根差したものです。
そのような視点から、この授業では日米関係を見ていきます。19世
紀後半のカリフォルニアでは既に人種的理由から中国人が大量虐殺
されています。また、サンフランシスコで伝染病が発生すると、証
拠がないままチャイナタウンが発生源とされ、隔離されました。第
二次世界大戦中は、日系人が日系人であるという理由だけで、強制
収容されました。同じ敵国のドイツ系に対してそのような大規模な
強制隔離はなされませんでした。戦後、優れた輸入車に押されてア
メリカの自動車産業が落ち目になると、日本車が攻撃の対象とされ
ました。ドイツ車も多く輸入されていましたが、そのような攻撃の
対象にはされませんでした。この授業では、日米関係がいかに人種
によって支配されてきたのかを、「黄禍論」というキーワードから
読み解いていきます。

授業内容
1890年代から現代まで時系列的に講義します。折に触れて理解を

助けるための映像資料を視聴していただきます。
1．イントロダクション アジアンヘイトと日米関係
2．日清日露の大戦争と黄禍論の登場
3．日露戦争から第一次世界大戦
4．アジア系移民排斥問題
5．人種差別撤廃案否決とワシントン会議
6．排日移民法とアジア主義
7．満州事変から真珠湾まで
8．太平洋戦争は人種戦争か？
9．中国の共産化と冷戦
10．日本の経済大国化とバブル経済（その1）
11．日本の経済大国化とバブル経済（その2）
12．中国脅威論とジャパンパッシング
13．トランプ政権の衝撃とアジアンヘイト
14、今後の日米関係 コロナウイルスの蔓延とアジア人

履修の注意点
授業で使用したパワーポイントの配布はしませんが、評価はレ

ポートにて行いますので、細かいノートなどをとる必要はありませ
ん。

準備学習の内容
教科書の該当部分をざっと見ておくと理解がしやすいです。

教科書
廣部泉『黄禍論 百年の系譜』（講談社選書メチエ、2020年）

参考書
廣部泉『人種戦争という寓話─黄禍論とアジア主義─』（名古屋大
学出版会、2017年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加（20％）期末レポート（80％）

その他
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科目ナンバー：（PE）ARS361J

連環地域文化論Ａ【2022年度以降入学者】
連環地域文化論Ⅰ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 柴 崎 文 一

授業の概要・到達目標
「映像で追う世界の環境問題～環境政策のこれからを探る～」

ドイツは1970年代から環境先進国として、低炭素社会の実現に向け突
き進んでいます。これに対してアメリカは、オバマ政権で「グリーン
ニューディール」政策を掲げたかと思えば、トランプ政権では一転し
て、従来の大量エネルギー消費の国家戦略へと舵を取り直してしまいま
した。また日本でも、東日本大震災の直後には、福島第1原子力発電所
の事故による教訓から、原子力発電から撤退する機運が盛り上がりまし
たが、それから時が経つごとに、経済性を優先する観点から、原子力利
用への動向が高まっています。この授業では、こうした各国の環境政策
の動向を、多くの映像資料を通して検証しながら、日本と世界のこれか
らあるべき環境政策の方向性を探って行きたいと考えています。

授業内容
第1回 今、地球で何が起きているのか。
第2回 北極海の資源開発
第3回 南極の氷が融ける
第4回 シェール革命の衝撃
第5回 消えたグリーンニューディールとグリーンリカバリー
第6回 スマートグリッド ～再生可能エネルギーの現在と近未来～
第7回 エネルギーの自立 ～ドイツとオーストリア～
第8回 ドイツ再生可能エネルギー法の革新性
第9回 ドイツ環境政策の光と影
第10回 「化石賞」～日本のエネルギー政策～
第11回 核廃棄物 ～技術が解決すると言い続けて60年～
第12回 誰が保障するのか? ～10万年の安全性～
第13回 原子力バックエンド ～原子力は安くない～
第14回 環境先進都市ポートランドの魅力と限界

（講義内容は授業の進行状況等により変更することがあります。）

履修の注意点
この授業は第1回から実質的な講義を始めますので、初回から欠席し

ないように心がけてください。

準備学習の内容
授業はパワーポイントを使用して行われます。パワーポイントの内容

は、適宜、クラスウェッブの資料コーナーに置かれますので、各自がプ
リントアウトし、授業に持参するようにしてください。授業では、各自
がプリントアウトしたスライドに解説内容を書き込みし、授業後には復
習として、各回で提示された諸問題に関し、各自でよく考察するように
してください。また、次回の講義に向けて、予め読んでおくことを指定
する資料もあるので、そのような場合には必ず準備をしてください。

教科書
指定はありません。

参考書
授業中に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
毎回授業中に、Googleフォームを利用したリアクションペーパーの提

出が課されます。リアクションペーパーの提出状況が40%の評価とな
り、さらに学期末に課されるレポートが60%の評価となって、最終的な
成績評価を算出します。ただし、出席率が2/3以下の場合は、レポート
が提出されても成績は「不可F」とします。また、リアクションペー
パー及び期末レポートの提出に1度でも不正が認められた場合には、当
該科目の成績を「不可F」とします。

その他
【欠席届について】
病気、事故などにより授業を欠席した場合は、「欠席届」をPDFファイ
ルで作成し、学期末の指定期間内に一括して提出してください。詳細は
初回のガイダンスで説明します。

【在宅受講特別配慮によるオンライン受講について】
在宅受講特別配慮者の受講状態は教室から確認できないため、該当者に
は、毎回当日中に授業の概要をまとめた小レポート（700字以上800字以
内）を提出してもらいます。小レポートの評価は、対面授業出席者のリ
アクションペーパーと同様です。なお、レポートに剽窃等の不正が認め
られた場合は、当該科目の評価を「不可F」とします。

科目ナンバー：（PE）ARS361J

連環地域文化論Ｂ【2022年度以降入学者】
連環地域文化論Ⅱ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 佐 原 徹 哉

授業の概要・到達目標
本講義では「イスラム過激派」の歴史的背景を説明する。2014年の

「イスラム国（IS）」の出現や2021年夏にアフガニスタンでのタリ
バーンの勝利はテロリズムに対する我々の認識を一変させる出来事
だった。ISやタリバーンは単なるテロリスト集団ではなく領域国家
と組織された軍隊を持っているからだ。「テロリスト」はなぜ彼ら
の「国」を必要とするのだろう。なぜ「イスラム過激派」は増え続
けるのだろうか。「テロ」は「イスラムの本質」なのだろうか。そ
れともテロリストたちはイスラム教を逸脱した集団なのだろうか。
講義では「イスラム過激派」の思想と伝統的なイスラムとの違い、

「過激派」が登場した歴史的背景を説明し、この現象をどのように
対処すべきかを考える。

授業内容
1回 序説：原理主義とイスラム
2回 イスラムの基本概念：コーラン、預言者、初期イスラムの歴

史
3回 イスラム諸宗派の教義と実践形態：スンナ派とシーア派、イ

スラム神秘主義（スーフィズム）
4回 イスラム復興思想：ジャマルディン・アフガーニー、ムハン

マド・アブドゥ、ラシード・リダーと彼らの思想
5回 サラフ主義とムスリム同胞団：ハサン・バンナーとサイイ

ド・クトブ
6回 新ジハード主義の登場：ファラグとアッザームの思想
7回 アフガン戦争とアルカイダ
8回 ボスニア内戦とバルカン・ネットワーク
9回 チェチェン紛争と旧ソ連のジハード主義組織
10回 911事件とアルカイダのイスラム国家構想、第二次アフガン

戦争、アメリカの占領政策の失敗とタリバーンの勝利
11回 第二次イラク侵略、イラクのアルカイダとタクフィール主義
12回 シリア内戦と「イスラム国」
13回 ISの海外属州：フィリピンのアブサヤフ・グループとナイ

ジェリアのボコハラム
14回 総括

履修の注意点
授業はパワーポイントを用いる。講義録やパワーポイントの概要は
クラスウエブ上の「資料」にアップするので事前にハードコピーを
作成しておくこと。また、本講義は現在進行形の出来事を扱うの
で、授業計画はアドホックに調整される。
授業で指示する

準備学習の内容
特に指定しない

教科書
授業中に紹介する

参考書
授業中に紹介する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
定期試験の成績による

その他
なし
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科目ナンバー：（PE）ARS361J

連環地域文化論Ｃ【2022年度以降入学者】
連環地域文化論Ⅲ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

准教授 稲 葉 肇

授業の概要・到達目標
今日、「統計」という言葉に出会わない日はない。統計は、われ

われの個人的な意思決定から政策判断、そして自然界の理解に大き
な影響を与えている。だが、それほどに重要な統計と呼ばれる概念
に対する人類の理解は、古代から変わらず存在し続けてきたのでは
なく、むしろ大きく変化してきた。これを追跡することは、われわ
れの統計に関する理解を歴史的に豊かにしてくれるだろう。

受講生には、当時のテクストに触れてもらいながら、統計という
考え方がどのように形成されたか、それが物理学とどのように関わ
り、自然観を変えてきたのかを検討することを通じて、科学的概念
や科学理論の歴史的形成にかかわるさまざまな観点に習熟すること
が期待される。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 科学史研究の動向（1）
第3回 科学史研究の動向（2）
第4回 記述統計と推測統計
第5回 政治算術：記述統計の系譜
第6回 観測誤差：推測統計の系譜
第7回 ケトレの社会物理学構想
第8回 統計的社会法則
第9回 物理学と統計（1）
第10回 物理学と統計（2）
第11回 医学と統計学
第12回 人工知能と統計学（1）
第13回 人工知能と統計学（2）
第14回 まとめ

履修の注意点
必要な数学・物理学の知識は講義中に説明する。講義の性格上、数
式を使用することは避けられないが、具体的に計算することは求め
ない。数式が何を表しているかを概念的に把握することに精力を注
いでほしい。また、講義中に外国語史料（主に英語）を提示するこ
とがある。

準備学習の内容
授業で配布する資料をよく読んでおくこと。

教科書
使用しない。

参考書
『偶然を飼いならす：統計学と第二次科学革命』ハッキング（木鐸
社）1999年

『物理学とは何だろうか（上下）』朝永振一郎（岩波新書）1979年

課題に対するフィードバックの方法
期末レポートに対する講評を行う。

成績評価の方法
期末レポート（100%）による。

その他
授業中に私語をはじめとする妨害行為が認められた場合には、当該
の受講生の成績を減点することがある。また、受講生の様子によ
り、講義の内容を一部変更する可能性がある。

科目ナンバー：（PE）HES391J

身体文化論
2単位

3・4年次

教授 高 峰 修

授業の概要・到達目標
テレビや雑誌にはダイエット情報があふれ、中高年者はメタボリックシンド

ロームが、子どもは体力の低下が危惧されています。2010年には改正臓器移植法
が施行され、15歳未満の脳死臓器移植が国内で行えるようになってから10年が経
ちました。2014年9月には日本人男性が東南アジアで代理出産によって10人以上
の子どもをもうけていたという報道がありましたし、2015年からは国内で着床前
スクリーニングの臨床研究が始まりました。

他方、スポーツの世界ではインターセックスやトランスジェンダーのアスリー
トが競技会に出場するための基準作りが進んでいます。また2021年に東京で開か
れたオリンピック・パラリンピック大会では、国家的ドーピングによりロシアは
国家として出場できませんでした。

こうしてみると、私たちは常に身体や生命に関する話題に取り囲まれていると
いえます。この講義では、現代の私たちの身体が単に生物的・物質的な存在であ
るだけではなく、文化や社会の中でどのように構築され、どのような現状にある
のか、そしてその背後にある政治性・経済性について理解することを目標としま
す。

講義では「歩く」「痩せる」「鍛える」「越境する」「産む」「産まない」「病む」
「死ぬ」といった人生や生活のいくつかの局面について、スポーツやジェンダーの
視点、特に女性の身体へのまなざしをもちながら私たちの身体について眺め、身
体というごくありふれた物体・存在について考え直します。

授業内容
第1講 ガイダンス／「歩く」～ナンバ歩きと行進
第2講 「痩せる」～ダイエットと摂食障害
第3講 「まなざす」～性差観
第4講 「鍛える」～体力論
第5講 「越境する」～性と障害
第6講 「産まない」～人工妊娠中絶
第7講 「病む」～脳死・臓器移植
第8講 ディベートの方法論
第9講 ディベートの実際～安楽死
第10講 「加工する」～ドーピング
第11講 第1回ディベート～代理母出産
第12講 第2回ディベート～着床前診断
第13講 「産む/産まない」
第14講 「死ぬ」～安楽死／まとめ
※受講者数によってスケジュールが変わることがあります

履修の注意点
「授業の概要」で述べたとおり、この講義では私たちの身体と私たちが生活する

文化や社会との関わりに目を向けます。したがって、どうやったら筋肉をつけた
りダイエットすることができるかといった内容については触れませんので注意し
てください。また講義内容はやや抽象的になりますが、そうした話題にもあきら
めずに、積極的に考えていくよう期待します。半期に2回ほどディベートを行い
ます。

準備学習の内容
ディベートの準備は講義時間外にグループで、また各自で行うことになります。

教科書
特に定めません。

参考書
特に定めません。

課題に対するフィードバックの方法
次回講義の冒頭にて行います。

成績評価の方法
原則として毎回出欠をとり授業へのコメントを書いてもらいます。全授業回数

の2/3以上の出席を期末レポート提出の条件とします。
またディベートなどのグループワークも取り入れ、そこでの取り組みについて

も評価の対象とします。期末にはレポート課題を出します。
成績評価については、次の4点から総合的に評価します。

1）授業内容の理解度（リアクションペーパーの評価） 40%
2）ディベートへの出席 10%
3）グループワークへの取り組み（相互評価） 10%
4）期末レポート課題 40%

その他
a）スライドとレジュメ

講義は原則として、スライドによるプレゼンテーションによって進めます。講
義前にスライドのファイルをOh-o! Meijiのクラスウェブ内（資料）にアップしま
すので、必要に応じて各自で印刷してください。
b）リアクションペーパー

原則として毎回、受講内容に対するコメントを書いてもらいます。この内容を
もって出席とします。ときどき、遅刻のチェックします。
c）ディベート

取り上げる話題としては、善悪のつけがたい意見の分かれるものが多くなりま
す。そこで講義内で2回ほどディベートを行い、受講生の皆さんも議論に加わっ
てもらいたいと思います。ディベート終了後にグループ内で相互評価をし、この
相互評価とディベートの優劣を成績評価の対象とします。
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科目ナンバー：（PE）HES391J

スポーツ文化論
2単位

3・4年次

教授 後 藤 光 将

授業の概要・到達目標
我々にとって、「身体」「からだ」の存在は、人間である以上普遍的

なテーマとなりえます。古代ギリシャから現代に至るまで、哲学をは
じめ様々な分野でこれらが探求され続けています。

この授業では、人間の生身の「身体」を表現する文化複合体として
「スポーツ」に注目します。FIFA W 杯、オリンピック・パラリン
ピック大会などメガスポーツイベントは、もはや国際政治・経済の分
野においても大きなインパクトを有しています。「スポーツ」は、
我々にとってもはや必要不可欠な存在ともいえます。

文化論的学問対象として「スポーツ」に接近することにより、何気
なく行ってきた、見てきた「スポーツ」を歴史学的、文化人類学的手
法で解釈していきます。

本授業を受講することによって、様々な事象に対する歴史的視野を
広げることができます。

授業内容
本講では、文化人類学的視点と歴史学的視点でスポーツに関連する

様々な事象に接近します。具体的には以下の項目に沿って展開しま
す。時事的な問題も取り扱うので、国際情勢の変化によって授業内容
が変更になる場合もあります。
1．イントロダクション（スポーツアニメに見る文化性）
2．スポーツの概念史
3．体育の概念史
4．キリスト教と身体・体育・スポーツ
5．日本人初のオリンピアン 金栗四三
6．日本人初のメダリスト 熊谷一彌
7．植民地とスポーツ 孫基禎
8．スポーツとテロ・赤字・冷戦
9．スポーツと民族問題
10．ドーピング問題
11．スポーツ選手の社会貢献
12．スポーツと経済
13．スポーツと文化
14．まとめ

履修の注意点
3分の2以上の出席が成績評価対象の基準となります。遅刻は出席

と認めませんので気を付けてください。通勤ラッシュによる電車遅延
という日常的なリスクは、自らの心懸けて克服できることが多いで
す。早めに到着するように心懸けてください。

準備学習の内容
学際的なテーマの授業なので、スポーツ関連の時事問題を新聞や

Webサイトなどで常に情報収集して、自分ごととして考えるように心
懸けて下さい。

教科書
高峰修編（2020）『夢と欲望のオリンピック』成文堂
後藤光将編（2020）『オリンピック・パラリンピックを学ぶ』岩波

書店
新井博編（2019）『新版スポーツの歴史と文化』道和書院

参考書
阿部生雄編（2012）『スポーツの世界地図」丸善出版
井上俊・菊幸一編（2011）『よくわかるスポーツ文化論』ミネル

ヴァ書房
Martin Polley（2007）『Sports History: A Practical Guide』Palgrave

MacMillan

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
出欠確認を兼ねた複数回の小テスト、および、期末試験を実施しま

す。
小テスト（60%）、期末試験（40%）を総合的に判断して成績評価を

おこないます。
※3分の2以上の出席が成績評価対象の基準となります。

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）ART391J

表象文化論
2単位

3・4年次

講師 永 江 敦

授業の概要・到達目標
20世紀半ばの第二次大戦後に形成された日本の「家族」を、複数の
優れた映画作品を通じて考えることとする。

家族は、人間関係の「揺籃」にして「原型」である。
その中で人間は基本的生き方を学んでいくわけだが、家族はそのメ
ンバーたちが協力して築いていこうとしなければいつだって簡単に
崩壊する。

もちろん、家族が崩壊するのは、内的な要因だけではない。
天災や疫病や戦争や経済不況なども、家族を脅かすことがある。

今期は特に、「戦争」という要因についても、度々、言及すること
になろう。

当時の風習や世相も細かく観察しながら、家族や時代の変遷変化を
追いかけていく。

事前に必ず、作品を見ておくこと。

授業内容
1．映画を通して家族を考えるということ。
2．『めし』（成瀬巳喜男・1951年・東宝・97分）
3．『東京物語』（小津安二郎・1953・松竹・136分）
4．『東京物語』（小津安二郎・1953・松竹・136分）
5．『東京暮色』（小津安二郎・1957年・松竹・140分）
6．『東京暮色』（小津安二郎・1957年・松竹・140分）
7．『生きる』（黒澤明・1952年・東宝・143分）
8．『生きる』（黒澤明・1952年・東宝・143分）
9．『生きものの記録』（黒澤明・1955年・東宝・103分）
10．『秋日和』（小津安二郎・1960年・松竹・128分）
11．『秋刀魚の味』（小津安二郎・1962年・松竹・113分）
12．『男はつらいよ』（山田洋次・1969年・松竹・91分）
13．『家族』（山田洋次・1970年・松竹・106分）
14．『驟雨』（成瀬巳喜男・1956年・東宝・91分）

履修の注意点
特になし

準備学習の内容
何回か、レポート（感想）を提出のこと。 参考にするべき映画作
品や書籍は、必ず、観て読んでくること。
できるだけ、無料で見られる方法を提示するが、各自ネットレンタ
ルを利用して見ること。

教科書
オーメイジで資料等を示す。

参考書
オーメイジで資料等を示す。

課題に対するフィードバックの方法
オーメイジを利用する。

成績評価の方法
試験はしない。
レポートを数本課する。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

政治学特殊講義Ｃ【2022年度以降入学者】
政治学特殊講義Ⅲ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 中 川 豪

授業の概要・到達目標
本講義では、政治学をよりミクロの視点で理解・分析していく。

例えば、政策決定がおこなわれる過程には、政治家、官僚だけでな
く、利益団体を筆頭とした幅広いアクターが登場する。このアク
ターがどれほどの影響力を持っているかは国ごとで異なっている。
政策過程に登場するアクターは互いにパートーナーシップを組み、
ときにその密接な関係が政治的腐敗（汚職）の発生要因となってい
る。構造的腐敗はその国の政治制度のみならず、登場するアクター
が共有している政治文化から影響を受けている。
そこで、本講義では、現代社会におけるアクターたちの影響力と、
一体誰が政策決定の権限を持つべきかを考察していく。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 政策過程と利益団体
第3回 利権（レント）とその性質
第4回 利益団体とレントシーキング
第5回 パートナーシップの形成過程
第6回 パトロンクライアント関係
第7回 構造的腐敗の型
第8回 政治文化と民主主義
第9回 政治文化と政権党
第10回 マレーシアの政治文化─伝統的支配─
第11回 シンガポールの政治文化─合理的支配─
第12回 民主主義と経済発展
第13回 東南アジア諸国の政治的価値観─民主主義の後退─
第14回 a：まとめ、b：試験

履修の注意点
履修者の人数に応じて、数回、グループディスカッションをおこな
います。

準備学習の内容
新聞等を通じて、政治のニュースに関心を持つこと。

教科書
特に定めない。

参考書
特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
レポート 30 ％、授業への貢献度 20％、定期試験 50％

その他
特に定めない。

科目ナンバー：（PE）ECN391J

政治学特殊講義Ｃ【2022年度以降入学者】
政治学特殊講義Ⅲ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 李 永シュ

授業の概要・到達目標
本授業はヨーロッパとアジア最初の接点から現在までの歴史を中心
にし、各政治イベントを見ながら、国際関係と国際政治への理解を
深めるものである。ただし、授業の内容は歴史事件に囚われず、

「理論」「人間性」「食物」「芸術」など、学習のテーマは幅広くカ
バーする。授業の内容と難易度は国際関係論の初心者レベルで、基
礎知識が不要である。各回の授業アンケートにて、受講生のフィー
ドバックによる内容調整も可能である。

「到達目標」
ヨーロッパとアジアの歴史と国際関係論の基本内容を理解し、簡単
に分析できることである。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 政治学は科学？
第3回目 国際関係理論
第4回目 陸のシルクロード
第5回目 海のシルクロード
第6回目 第一次世界大戦
第7回目 第二次世界大戦
第8回目 70年代までの冷戦
第9回目 80年代までの冷戦
第10回目 冷戦の終焉
第11回目 90年代のアジアとヨーロッパ
第12回目 2000年代のアジアとヨーロッパ
第13回目 2010年代のアジアとヨーロッパ
第14回目 総括

履修の注意点
本シラバス作成の時点では、本授業が「対面授業」の実施を前提に
している。
ただし、在宅受講生や、通学による感染の心配がある学生へ充分に
配慮すべきと思うため、本授業は対面授業と並行してオンライン授
業のコンテンツも作成する（オンデマンド動画）。よって、本授業
は完全オンラインでも履修可能で、対面授業に参加できない・した
くない受講者は、遠慮なくオンライン授業の方で受講してください

（当週のコンテンツ公開してから一週間以内いつでも受講できる仕
組みである）。

準備学習の内容
毎回授業後、Oh-meijiでアンケートを回答する必要がある。詳細は
初回授業で説明する。

教科書
特に定めない

参考書
特に定めない

課題に対するフィードバックの方法
アンケート回答、オンデマンド動画

成績評価の方法
授業への貢献度（70％）、レポート（30％）で評価します。60％以
上の得点は単位の取得を認める。詳細は初回授業で説明する。

その他
本授業の最新情報などはホームページで随時に更新していくので、
新年度開始以後こまめにOh-meiji「シラバスの補足」などをチェッ
クしてください。授業に対する不安や不明点があれば、遠慮せずに
連絡してください。
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科目ナンバー：（PE）ECN391E

政治学特殊講義Ｃ【2022年度以降入学者】
政治学特殊講義Ⅲ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

特任講師 津 田 太 郎

授業の概要・到達目標
This course is an introduction to the history of US-Japan relations.
We will study the evolution of US-Japan relations from the 19th
century until the present, examining many different complex issues
between the two powers in the Pacific region. This historical
overview will help us make sense of the current condition and future
prospects of the US-Japan alliance.
The goals of this course include: (1) gain an understanding of the
structure and dynamics of US-Japan relations over time, (2) see
how the US-Japan relations have affected East Asian (and global)
politics more broadly, (3) enhance advanced skills in reading,
writing, and discussion in the English language.

授業内容
第1回目 Introduction
第2回目 Early Bilateral Relations
第3回目 Two Pacific Powers
第4回目 Japanese Immigration to the USA
第5回目 Road to War
第6回目 The Asia-Pacific War
第7回目 The US Occupation
第8回目 The Early Cold War and Anpo
第9回目 The Vietnam War and Okinawa
第10回目 Economic Cooperation and Rivalry
第11回目 The Aftermath of the Cold War
第12回目 Recent Developments and Issues
第13回目 Paper Presentations
第14回目 Conclusion

履修の注意点
This course will be conducted in English.

準備学習の内容
Students must do the assigned readings before each lecture and
come to class prepared to participate actively in discussion and
other activities.

教科書
Iokibe Makoto and Tosh Minohara, eds. 〈i〉The history of US-
Japan relations〈/i〉 (Singapore: Palgrave Macmillan, 2017)

参考書
特になし

課題に対するフィードバックの方法
The instructor will provide written feedback for assignments.
Additional guidance is also available by email or in office hours.

成績評価の方法
Class Participation 30%, Response Papers 40%, Paper Presentation
and Manuscript 30%

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）ECN391E

政治学特殊講義Ｄ【2022年度以降入学者】
政治学特殊講義Ⅳ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

特任講師 津 田 太 郎

授業の概要・到達目標
This course is an introduction to the history of relations between
Japan and Mainland China. We will study the evolution of Sino-
Japanese relations from premodern times until the present,
examining many different complex issues between the two Asian
powers. This historical overview will help us make sense of the
current condition and future prospects of Japan-China ties.
The goals of this course include: (1) gain an understanding of the
structure and dynamics of Sino-Japanese relations over time, (2)
see how the China-Japan relations have affected East Asian (and
global) politics more broadly, (3) enhance advanced skills in
reading, writing, and discussion in the English language.

授業内容
第1回目 Introduction
第2回目 The Premodern era
第3回目 Facing Western imperialism
第4回目 Conflict in the late 19th century
第5回目 The Early 20th century
第6回目 World War II in Asia
第7回目 The Early Cold War
第8回目 Normalization of relations
第9回目 Closer cooperation
第10回目 End of Cold War and 1990s
第11回目 Two economic giants
第12回目 Sino-Japanese relations today
第13回目 Paper presentations
第14回目 Conclusion

履修の注意点
This course will be conducted in English.

準備学習の内容
Students must do the assigned readings before each lecture and
come to class prepared to participate actively in discussion and
other activities.

教科書
Kokubun Ryosei, Yoshihide Soeya, et al. 〈i〉Japan-China relations
in the modern era 〈/i〉(Abingdon, Oxon: Routledge, 2017)
Vogel, Ezra F. China and Japan: facing history (Cambridge: Belknap
Press, 2019)

参考書
特になし

課題に対するフィードバックの方法
The instructor will provide written feedback for assignments.
Additional guidance is also available by email or in office hours.

成績評価の方法
Class Participation 30%, Response Papers 40%, Paper Presentation
and Manuscript 30%

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

政治学特殊講義Ｄ【2022年度以降入学者】
政治学特殊講義Ⅳ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 小 川 天

授業の概要・到達目標
本科目は、独裁に関する政治理論の幾つかを参照し、現代政治と

の関連も意識しながら、それらの整理と検討を進めていくものであ
る。その際、特に、政治における部分の問題、すなわち、それが制
度や行為に関わるものなのか、あるいは精神や思考に関わるものな
のか、といった問題に注意する。

自由民主主義体制を原則としている現代日本において、独裁とい
う言葉は時として「悪い政治」のイメージを喚起するような具体的
だが曖昧な表現として使用されてしまう。本科目では、独裁を抽象
的な政治理論の視点から理解することで、「悪い政治」のイメージ
の内容を把握し、くわえて、独裁のイメージから対照させること
で、「良い政治」および政治一般のイメージも相対化して把握する
ことを目的とする。

授業内容
第1回目 イントロダクション(独裁とは)
第2回目 古典古代の独裁
第3回目 絶対主義
第4回目 フランス革命と独裁
第5回目 社会主義革命と独裁
第6回目 緊急権
第7回目 君主制
第8回目 権威主義
第9回目 超国家主義
第10回目 全体主義(1)──全体主義の精神
第11回目 全体主義(2)──全体主義の精神
第12回目 全体主義(3)──全体主義と社会
第13回目 独裁と社会
第14回目 まとめ

履修の注意点
なし

準備学習の内容
講義毎に取り扱う時代や体制を事前に提示するので、基礎的な知

識を得ておくことが望ましい。

教科書
なし

参考書
なし

課題に対するフィードバックの方法
講義の終了時にリアクションペーパーの提出を求め、次回の講義

の冒頭で質問等に回答する。

成績評価の方法
リアクションペーパーを含む授業への参加(30％)、期末レポート
(70％)
※対面形式での試験は行わない。

その他
なし

科目ナンバー：（PE）ECN391E

政治学特殊講義Ｅ【2022年度以降入学者】
政治学特殊講義Ⅴ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

特任講師 ブルチャー ミヒャエル

授業の概要・到達目標
Translation and Conceptual Change in the Early Meiji Period
This course will take a closer look at how key terms of modern Japanese
political thought, such as the Japanese term for "society," were formed and
took root in Meiji Japan. It will begin with a survey of existing literature on
this question, which seeks to understand such terms as "translation words"
for a corresponding "Western concept." This course will complicate this
understanding through a second look at the English texts that early Meiji
thinkers who played key roles in this regard, were looking at.
This course will thus pursue two objectives at once. On the one hand,
students will gain a better understanding of how key concepts in the
political lexicon of modern Japanese, such as the term shakai 社会 as a
translation for " society," were formed. Why would the English term "
society" have been translated by a Sino-Japanese character compound that
is composed of the characters for a " shrine" and a "meeting" or an "
assembly," for example, and an inversion of the character compound kaisha
会社 used to translate "corporation" at the same time? On the other hand,
students will also gain a better understanding of how key terms such as "
society" or "rights" developed in modern English.
In attempting to explain the translation of "society" and of closely related
terms (such as "civilization" and "rights"), this course will also consider
relevant observations by twentieth-century authors ranging from Émile
Durkheim to Michael Oakeshott,, John R. Searle, and Jürgen Habermas,
among others.

授業内容
1. Introduction
2. Maruyama Masao and Kato Shuichi on Japanese "Translation Culture"
3. Yanabu Akira on Translation Words
4. Nakamura Masanao and John Stuart Mill's On Liberty
5. Fukuzawa Yukichi and Francis Wayland's Elements of Moral Science
6. Shakai and Seken
7. Kume Kunitake on “The Political Customs of Europe”
8. Societas and Universitas
9. Fukuzawa Yukichi and the "Spirit of Civiliation"
10. Herbert Spencer's "Social Statics"
11. Katō Hiroyuki and the Debate over “Natural Rights”
12. "Rights" and Kenri 権利
13. Nakae Chōmin and Rousseau’s “On the Social Contract..
14. Summing Up

履修の注意点
This course will be conducted in English. While it will centrally involve
discussion of Sino-Japanese character compounds, it does not presuppose
proficiency in Japanese.

準備学習の内容
Weekly readings of 20-30 pages in English prior to each class. The weekly
lectures will comment on, explain, and offer interpretations of these texts,
but proceed on the assumption that students have completed a first reading
of them already (and will again review them afterwards).

教科書
None.

参考書
John Howland, Translating the West: Language and Political Reason in
Nineteenth-Century, University of Hawai'i Press, 2001.
Indra Levy, ed. Translation in Modern Japan, Routledge 2011.
Joshua A. Fogel, ed. tr.. The Emergence of the Modern Sino-Japanese
Lexicon, Brill 2015.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
Attendance and Participation: 10%
Occasional Quizzes: 50%
Essay: 40%

その他
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科目ナンバー：（PE）ECN391E

政治学特殊講義Ｅ【2022年度以降入学者】
政治学特殊講義Ⅴ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 熊 田 知 晃

授業の概要・到達目標
（1）概要

文化行政は、様々な政策領域の内、文化政策を所管する行政組織
である。近年では、クールジャパン、オリンピック文化プログラム
等の実施組織として注目されている。そこで、この授業では、具体
的な事例を踏まえながら、文化政策を所管する文化行政とはどのよ
うな行政組織であるのかを概括的に論じていく。

（2）到達目標
「文化」は経済、福祉等の様々な領域を横断する分野であり、「文

化」に関する政策を所管する文化行政への理解を深めることで、文
化行政のような横断的な思考を身につける。

授業内容
第1回目 文化とは何か。行政とは何か。
第2回目 文化行政と文化政策
第3回目 文化行政の歴史（国）
第4回目 文化行政の歴史（地方公共団体）
第5回目 文化行政・文化政策の法制度
第6回目 文化政策における行政、職員の役割
第7～9回目 文化政策における行政①～③

音楽祭・芸術祭等の事例紹介
第10～12回目 文化政策における行政職員①～③

文化専門職等の事例紹介
第13回目 コロナ禍における文化行政
第14回目 総括

履修の注意点
プロジェクターに資料を投影した授業を行う。テーマに応じて、

ゲストが同席する場合がある。出席者の意見を求める場合がある。

準備学習の内容
授業に必要な資料は事前にクラスウェブに掲載するので、準備・

閲覧すること。

教科書
使用しない。

参考書
講義中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
質問など必要がある場合、Oh-o! Meijiを通じてフィードバックを

行う。

成績評価の方法
授業への参画度：60%、レポート：40%

詳しくは第1回授業時に説明する。

その他
私語など授業の妨げになる行為はしないでください。

科目ナンバー：（PE）ECN391E

政治学特殊講義Ｆ【2022年度以降入学者】
政治学特殊講義Ⅵ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

特任講師 ブルチャー ミヒャエル

授業の概要・到達目標
The Meiji Restoration in World History

This course will combine a joint reading of Mark Ravina's To Stand
with the Nations of the World:Japan's Meiji Restoration in World
History with a closer look at major debates in the historiography of
this event or process. Is the Meiji "Restoration" not better described
as a "Revolution"? If yes, in what sense? How does it relate to the
larger " global" transformation of the world during the late
eighteenth to early twentieth centuries? Historians have repeatedly
returned to such questions from an increasingly wide variety of
angles.

Students in this class will not only gain a thorough knowledge of the
history (and prehistory) of this defining event in the history of
modern Japan, but also an enhanced understanding of what is at
stake in debates over global "modernity" and Japan's place in the
latter.

授業内容
1. Introduction:
2. Japan in the Sixteenth-Century World
3. The Constitution of the Tokugawa State
4. Pax Tokguawa and East Asian Diplomacy
5. The Policy of Reform
6. The Crisis of Imperialism
7. Reform and Revolution
8. "Revolution" and "Restoration"
9. A Newly Ancient Japan
10. The Impatient Nation
11. The Prudent Empire
12. The Imperial Constitution
13. The Continuing Debate
14. Summing Up

履修の注意点
This course will be conducted in English.

準備学習の内容
Weekly readings of 20-30 pages in English prior to each class. The
weekly lectures will comment on, explain, and offer interpretations
of these texts, but proceed on the assumption that students have
completed a first reading of them already (and will review them
afterwards).

教科書
Mark Ravina, To Stand with the Nations of the World: Japan's Meiji
Restoration in World History, Oxford University Press, 2020.

参考書
Harald Fuess and Robert Hellyer (eds.) , The Meiji Restoration:
Japan as a Global Nation, Cambridge University Press, 2020.
Karube Tadashi, Toward the Meiji Revolution: The Search for "
Civilization" in Nineteenth-Century Japan, Japan Publishing Industry
Foundation for Culture, 2019.
James Huffmann, The Rise and Evolution of Meiji Japan,
Renaissance Books, 2019.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
Attendance and Participation: 10%
Occasional Quizzes: 50%
Essay: 40%

その他
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

政治学特殊講義Ｆ【2022年度以降入学者】
政治学特殊講義Ⅵ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

兼任講師 土 肥 有 理

授業の概要・到達目標
現在、右翼ポピュリズムと呼ばれる勢力が欧州を中心に伸長して

いる。結社規制のあるドイツでは、長らく極右政党が国政において
議席を獲得することができなかったが、2017年のドイツ連邦議会選
挙でついに「ドイツのための選択肢」（AfD）が94議席を獲得した
ことは衝撃を持って受け止められた。加害の歴史とも向き合ってき
たドイツで、このような現象が起きているのはなぜなのだろうか。
彼らの主張の中には過去の歴史問題を過小評価する歴史修正主義も
みられるが、それだけではないだろう。
第二次世界大戦を経験した世代からはこうした時代状況が1930年代
と似ている、あるいは「ファシズム的」だという議論が示されるこ
とがある。確かに「反・反ファシズム」とも言えそうな状況はみら
れるが、そこにはいったい何をもって「ファシズム的」とみなすの
か、右翼ポピュリズムが支持されるのはなぜかという検討が必要で
ある。また、2022年2月からロシアがウクライナへ侵略を開始した
が、各国の軍事支援を受けて米中新冷戦と呼ばれる対立に加え、欧
米とロシアの対立という新たな対立構造も固定化しつつある。こう
した戦争が身近となってしまった状況では、人類が唯一合意できた
国際法と国連憲章の理念に立ち返ることが必要だが、そのための外
交努力が圧倒的に不足し、泥沼化の様相と惨事便乗型軍拡競争の局
面を呈しつつある。この講義では、ファシズム論を整理しながらド
イツ現代史を題材にこれらの問題を検討したい。

授業内容
第1回イントロダクション 年間の授業のテーマと進め方について
第2回 ポピュリズムとファシズム
第3回 ファシズムとは何か(1) ファシズム論の類型
第4回 ファシズムとは何か(2) 自由主義的分析と全体主義論
第5回 ファシズムとは何か(3) 社会学的・心理学的分析
第6回 ファシズムとは何か(4) マルクス主義的分析
第7回 右翼ポピュリズムの背景要因としての歴史修正主義(1)
第8回 歴史修正主義(2)歴史修正主義の言説分析
第9回 右翼ポピュリズムとは何か
第10回 第二次世界大戦後ドイツにおける右翼運動の歴史
第11回 「ドイツのための選択肢」(AfD)とその支持者層の分析
第12回 ドイツにおける右翼ポピュリズム伸長の要因
第13回 ヘイトクライムと法規制
第14回 まとめ

履修の注意点
現代史のため、高校世界史程度の知識が必要となる。

準備学習の内容
授業中に扱う文献で事前に読んでおくものがあれば適宜紹介す

る。また、新聞等の国際面（どの新聞かは問わない）のヨーロッパ
の動向については自分であらかじめ読むなどすることがのぞまし
い。

教科書
指定なし。

参考書
初回のオリエンテーションを含め授業時に適宜参考文献を提示す

る。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
期末レポート及び小レポート

※小レポートは、いまのところ歴史修正主義のところで出す予定。

その他
とくになし。

科目ナンバー：（PE）SOC261J

マスコミュニケーション特殊講義Ｃ【2022年度以降入学者】
マスコミュニケーション特殊講義Ⅲ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

特任教授 杉 田 弘 毅

授業の概要・到達目標
授業の概要：テーマは「国際政治とメディア」。21世紀に入って国
際政治で顕著になった地政学について、政治、軍事、経済面からそ
の功罪を検証し、メディアが国際政治に与えてきた影響を歴史的に
分析し、望ましいメディアの役割を考える。
到達目標：国際情勢を左右する米国、中国、ロシア、欧州の地政
学・地経学動向を理解し国際政治・経済の基礎を学ぶ。また地政学
パワーに対して人権、自由など普遍的な規範を掲げてきたメディア
の苦悩や果たすべき役割を検討する。

授業内容
第1回目国際政治とメディアの関係を理解する
第2回目国際経済とメディアの関係を理解する
第3回目地政学とは何か─メディアの視点から
第4回目地経学とは何か─メディアの視点から
第5回目米国のメディア
第6回目中国のメディア
第7回目ロシアのメディア
第8回目理解度の確認
第9回目中東のメディア
第10回目フェイクニュースとメディア
第11回目報道の自由とは何か
第12回目国際政治と新興メディア
第13回目メディアの国際連携
第14回目総括a：まとめ b：最終レポート
＊国際ニュースの展開で内容の変更があります

履修の注意点
教科書や参考書を精読する
日々の大きな国際ニュースを知っておく

準備学習の内容
予習よりも復習に力を入れ、授業で興味を持ったトピックについて
は、さまざまな文献・資料などで深く調べる

教科書
杉田弘毅『国際報道を問いなおす』（ちくま新書）

参考書
木下和寛『メディアは戦争にどうかかわってきたか』（朝日新聞社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
レポート50％、理解度の確認20％、授業への参加度30％

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）SOC261J

マスコミュニケーション特殊講義Ｄ【2022年度以降入学者】
マスコミュニケーション特殊講義Ⅳ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

特任教授 杉 田 弘 毅

授業の概要・到達目標
授業の概要：テーマは「米世論とメディア」。20世紀の米メディア
界の巨人であるウォルター・リップマンの名著「世論」を読み進め
ながら、ステレオタイプに基づく国際認識が第4の権力と称される
メディアを動かし政治、外交、軍事、経済など実際の政策を変えて
きた歴史を学ぶ。一方でステレオタイプに基づく認識、さらに憲法
で保障された「報道の自由」によるメディア報道は米国をはじめ世
界中で国民の分断を促進したとの批判もされている。リップマンと
その後のメディア分析を研究したうえで、メディアの将来像を探
る。また、ベトナム戦争やイラク戦争、さらにはウクライナ戦争に
おけるメディア報道の特徴を調べる。現代社会で起きているメディ
ア関連の諸問題も適宜取り上げて、分析を行う。
到達目標：米国のメディア報道が政治に影響を持つのか、SNS時代
の現在、その力はどう変化しているのか、などを検証するととも
に、メディアと政治・外交の関係を重層的に学ぶ。

授業内容
第1回目メディアと国際世論の関係外観
第2回目リップマンのジャーナリスト業績（1）
第3回目リップマンのジャーナリスト業績（2）
第4回目米国メディア外観
第5回目ステレオタイプとは何か
第6回目ステレオタイプの利点と欠点
第7回目米国人の国際理解
第8回目理解度の確認
第9回目ベトナム戦争報道
第10回目ウォーターゲート事件報道
第11回目イラク戦争報道
第12回目トランプ時代の米政治外交とメディア
第13回目ウクライナ戦争とメディア
第14回目総括a：まとめ b：レポート
＊国際ニュースの展開で内容の変更があります

履修の注意点
教科書や参考書を精読する
日々の大きな国際ニュースを知っておく

準備学習の内容
予習よりも復習に力を入れ、授業で興味を持ったトピックについて
は、さまざまな文献・資料などで深く調べる

教科書
ウォルター・リップマン『世論』（岩波文庫）

参考書
杉田弘毅『国際報道を問いなおす』（ちくま新書）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
レポート50％、理解度の確認20％、授業への参加度30％

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）ECN391J

経済学特殊講義D【2022年度以降入学者】
経済学特殊講義Ⅳ【2022年度以前入学者】

2単位

3・4年次

教授 大 森 正 之

授業の概要・到達目標
・授業のタイトル:制度派経済学と環境経済論
・授業の概要
アメリカで19世紀末前後からヴェブレンやコモンズらにより形成さ
れた制度派経済学は、戦後、K.W.カップらにより独自の環境経済
学へと発展した。それは現代ではスウェーデンのP.セーデルバウ
ム、アメリカのD.ブロムリーにより継承され、発展した。我が国で
は都留重人および彼の研究グループに継承された。この講義では、
以上の理論的な発展過程を跡づけ、現代における制度派経済学の到
達点とその環境経済学バージョンの特徴を考察する。

授業内容
1．授業の概要と成績評価についての概説
2．前制度学派の経済学（ミル、マーシャル、ピグー）
3．制度派経済学の形成（ヴェブレンの消費と企業の理論）
4．制度派環境経済論（ヴェブレンのとミュルダールのCCC理論）
5．カップの制度派環境経済論1（批判理論と社会的費用論）
6．カップの制度派環境経済論2（カップのCCC理論）
7．カップの制度派環境経済論3（社会的最低限と環境基準）
8．セーデルバウムの制度派環境経済論1（政治経済人と政治経済

組織）
9．セーデルバウムの制度派環境経済論2（ポジション分析）
10．ブロムリーの制度派所有権論1（コースの定理批判）
11．ブロムリーの制度派所有理論2（漁業経済学批判）
12．我が国の制度派環境経済学1（都留重人と環境負荷緩和財）
13．我が国の制度派環境経済学2（宮本憲一と宇沢弘文）
14．授業のまとめ現代制度学派の到達点（J.ホジソンの仕事）

履修の注意点
・履修上の注意

春学期に環境経済学を履修しておくと理解が促進されますが、必
ずしも前提科目ではありません。
・準備学習の内容

授業で取り上げる経済学者のプロファイルや主要業績をウェブサ
イトやブログで調べておくと授業が分かりやすくなります。

準備学習の内容
・準備学習の内容

授業で取り上げる経済学者のプロファイルや主要業績をウェブサ
イトやブログで調べておくと授業が分かりやすくなります。

教科書
K.W.カップ（2014）『制度派経済学の基礎』人間の科学新社
大森正之(2020)『持続可能な経済の探究』丸善出版

参考書
ペーテル セーデルバウム著（2010）『持続可能性の経済学を学ぶ：
経済学に多元主義を求めて』人間の科学新社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度と期末レポートにより評価します。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）ECN391J

経済学特殊講義E【2022年度以降入学者】
経済学特殊講義Ⅴ【2023年度以前入学者】

2単位

3・4年次

特任教授 金 子 隆 一

授業の概要・到達目標
経済社会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。したがって現代を理解し将来を見通すため
には、人口・経済社会の連動を正しく理解する必要がある。ただ
し、人口とは、そのミクロ側面は私たち個人の生活や人生、すなわ
ちライフコースに他ならず、わが国が直面している歴史的転換と
は、実は我々自身の生き方の転換に他ならない。

本講義では、人口変動とライフコース事象に関する基礎概念を学
び、次いで我々の「生」を根本から変え、近代化の起点とも考えら
れる死亡率低下、すなわち長寿化を中心に経済社会の成り立ちと歴
史的変化について考察する。

授業内容
第1回目 イントロダクション…人口減少社会
第2回目 人口統計の基礎概念…人口静態と動態
第3回目 人口のメカニズム…人学的方程式
第4回目 生命のサイクル…人口再生産
第5回目 人口構造…多死社会の到来
第6回目 人口分析の視点…ライフイベント確率モデル
第7回目 生存と死亡の定量化…生命表
第8回目 生存と死亡の理論…寿命の進化
第9回目 生存と死亡の歴史…疫学転換理論
第10回目 長寿化の要因…生物医学的要因
第11回目 長寿化の要因…経済社会的要因
第12回目 長寿化の帰結…人口高齢化
第13回目 長寿化の帰結…長寿化と経済リスク
第14回目 長寿化と社会…長寿リスクと経済

履修の注意点
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。

準備学習の内容
講義内容について十分復習し、問題提起などに対しては真剣に考察
すること。

教科書
指定しない。配付する資料を教材し、適宜参考図書を紹介する。

参考書
『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』金子
隆一・村木厚子・宮本太郎、厚生労働統計協会（2018,ISBN-10：
4875117736）

『日本の人口動向とこれからの社会』森田朗（監修）東京大学出版
会（2017, ISBN-10:4130511394）、

『ポスト人口転換期の日本』佐藤龍三郎・金子隆一（編）原書房
（2016, ISBN-10:4562092076）、
『人口学への招待』河野稠果（著）中公新書（2007, ISBN- 10:
4121019105）、
その他適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度（40％）、期末レポート（60％）

その他
一部「人口学」、「経済学特殊講義Ⅵ（秋学期）」と重複する内容あ
り。

科目ナンバー：（PE）ECN391J

経済学特殊講義F【2022年度以降入学者】
経済学特殊講義Ⅵ【2024年度以前入学者】

2単位

3・4年次

特任教授 金 子 隆 一

授業の概要・到達目標
経済社会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。したがって現代を理解し将来を見通すため
には、人口・経済社会の連動を正しく理解する必要がある。ただ
し、人口とは、そのミクロ側面は私たち個人の生活や人生、すなわ
ちライフコースに他ならず、わが国が直面している歴史的転換と
は、実は我々自身の生き方の転換に他ならない。

本講義では、わが国や世界が直面している人口高齢化をもたらし
ている出生率低下、すなわち少子化を中心に経済社会の成り立ちと
歴史的変化について考察する。

授業内容
第1回目 イントロダクション…超高齢化社会
第2回目 人口統計の基礎概念…人口再生産率
第3回目 人口のメカニズム…高齢化メカニズム
第4回目 生命のサイクル…人口置換水準
第5回目 人口構造…縮小再生産
第6回目 人口分析の視点…ピリオドとコーホート
第7回目 出生の理論…人類進化と出生
第8回目 出生の理論…少子化メカニズム
第9回目 結婚の観察…晩婚化・非婚化
第10回目 少子化の社会…出生率、出生転換
第11回目 少子化の社会…近代社会と持続
第12回目 近代化と社会…人口転換と20世紀
第13回目 脱近代化と社会…第二人口転換21世紀
第14回目 少子化と文明…日本社会の行方

履修の注意点
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。

準備学習の内容
講義内容について十分復習し、問題提起などに対しては真剣に考察
すること。

教科書
指定しない。配付する資料を教材し、適宜参考図書を紹介する。

参考書
『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』金子
隆一・村木厚子・宮本太郎、厚生労働統計協会（2018,ISBN-10：
4875117736）

『日本の人口動向とこれからの社会』森田朗（監修）東京大学出版
会（2017, ISBN-10:4130511394）、

『ポスト人口転換期の日本』佐藤龍三郎・金子隆一（編）原書房
（2016, ISBN-10:4562092076）、
『人口学への招待』河野稠果（著）中公新書（2007, ISBN- 10:
4121019105）、
その他適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
出席（40％）、期末レポート（60％）

その他
一部「人口学」、「経済学特殊講義Ⅴ（春学期）」と重複する内容あ
り。
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科目ナンバー：（PE）ECN391E

経済政策特殊講義E【2022年度以降入学者】
経済政策特殊講義Ⅴ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

特任教授 小 西 淳 文

授業の概要・到達目標
Subtitle: “Sustainable Development ̃Harmony between Growth and Environment̃”

An understanding of the environmental initiatives of Japan and the international
community, and the ability to seek ways to promote growth while addressing
environmental challenges

Topics will also include the results of projects implemented by JICA and the science and
innovation technologies used in them.

授業内容
Week 1：Sustainable Development ̃Harmony between Growth and Environment̃
・Topic："Sinking Island? Tuvalu"
Week 2：History of Japanese Environmental Issues and Bilateral Cooperation
・Topic："Haze in Indonesia"
Week 3：UN Conference on the Human Environment (1972)
・Topic："Acid rain measures in Thailand"
Week 4：Establishment of International Cooperation System and Japanese assistance
・Topic :"Thai Establishment Environmental Training & Research Center", "China The
Sino-Japan Friendship Center for Environmental Protection"
Week 5：United Nations Conference on the Global Environment (1992) and International

Treaty
・Topic："Bhutan Himalayan Glacial Lake Outburst Flood"
Week 6：Air Pollution
・Topic："Middle and South America Protection of the Ozone Layer"
Week 7：Ocean Pollution ＆ Waste Management
・Topic："Philippines Coastal Ecosystem Conservation", "Bhutan Waste Management"
Week 8：Forest Conservation
・Topic："Brazil Carbon assessment of Amazon Forest Areas"
Week 9：Convention on Biological Diversity （1992）
・Topic："Gabon Forest Ecosystem Conservation and Scientific Ecotourism"
Week 10：Framework Convention on Climate Change（1992）
・Topic:"Thai Overflood of Chao Phraya River"
Week 11：MDGs（2000）, Infectious Diseases Control
・Topic："Neglected Tropical Diseases"
Week 12：United Nations Convention to Combat Desertification , Johannesburg Summit

(2002)
・Topic：” South region of Africa Continent Climate Change and Dipole mode

Phenomenon", "Weather forecasts for eastern and southern Africa "
Week 13：UN Conference on Sustainable Development（Rio＋20）（2012）,Bosai

(Disaster Prevention)
・Topic："Philippines Volcano", "Chili “Earthquake and Tsunami"
Week 14：SDGs（2016）
・Topic："Senegal Dakar metropolitan area development" , "Asia Low Carbon Society"

履修の注意点
No particular

準備学習の内容
To profonde your comprehension by accessing to JICA library Portal Site (JICA Report).
https://libopac.jica.go.jp/

To profonde your comprehension by accessing to Japan Science and Technology Agency
(JST) homepage → " SATREPS International Science and Technology Cooperation
Program for Global Issues”
https://www.jst.go.jp/global/

教科書
No particular

参考書
To profonde your comprehension by accessing to JICA library Portal Site (JICA Report).
https://libopac.jica.go.jp/

To profonde your comprehension by accessing to Japan Science and Technology Agency
(JST) homepage → " SATREPS International Science and Technology Cooperation
Program for Global Issues”
https://www.jst.go.jp/global/

課題に対するフィードバックの方法
Please submit a small report (about 1 A4 sheet) after each class.
(The deadline for submission is 8:30 a.m. on the sixth day after each class, so please adhere
strictly to the deadline.)
This small report is the subject of evaluation, so please be sure to submit it.

I will also return comments on the submitted reports.

成績評価の方法
1 Submission of a short report (about 1 A4 sheet) after class

(5% each time, 70% in total)

2 Submission of a final report (at least 3 A4 pages) (30%)
The theme is "Environmental issues of interest to each student and suggestions for

measures to address them.

その他

科目ナンバー：（PE）ECN391E

経済政策特殊講義F【2022年度以降入学者】
経済政策特殊講義Ⅵ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

特任教授 小 西 淳 文

授業の概要・到達目標
“Historical changes of Assistance Strategy” is sub titled. We learn Range and
Limit of Each strategy for thinking appropriated development strategy in the age
of globalization and after Covid19.

授業内容
Week 1：Overview of the lecture Establishment of International Assistance

System (1945-1960’s） American strategy in the early postwar period
Establishment of Japan's aid strategy

Week 2：International Trade and Economic Situation (1960s) GATT
Movements of Asian & African Countries 1st UN Development
Decade (1961-70)

Week 3：1st UNCTAD (1964) & Prebisch Report GATT Kennedy Round, 2nd
UNCTAD (1968) , "Pearson Report", "Tinbergen Report "

Week 4：2nd UN Development Decade (1971-80) 3rd UNCTAD (1972), 4th
UNCTAD (1976) New International Economic Order (1977)

Week 5：3rd UN Development Decade (1981-90) “Blunt Committee Report”,
North-South Summit (1981)

Week 6：Learning from history (summary) Dependency theory (neo-
Marxism), “world capital accumulation theory”

Week 7：UN Conference on the Human Environment (1972) ‒UN Earth
Summit (1992)

Week 8：UN Earth Summit Follow (Environment-related Convention), MDGs
(2000) SDGs (2015)

Week 9：“Structural Adjustment Plan” “Reformism” “Human Development
Report”“Human Security”“JICA Issue-Specific Guidelines”

Week 10：“World Development Report 2012”- “Gender Equality and
Development” “JICA Issue- Specific Guidelines” (Gender and
Development)

Week 11：“World Development Report 2011”- “Conflict, Security and
Development”“JICA Issue-Specific Guidelines” (Peace-building)

Week 12：“World Development Report 1997”- “The State in a Changing World”
Week 13：“World Development Report 2017”- “Governance and Law”
Week 14：“World Development Report 2020”- “Trading for Development in the

Age of Global Value Chains”

履修の注意点
No particular

Please make every effort to understand the lecture materials for each class.

準備学習の内容
Please deepen your understanding by careful reading of the books presented in
each class.

教科書
Please deepen your understanding by careful reading of the books presented in
each class.

参考書

課題に対するフィードバックの方法
Please submit a small report (about 1 A4 sheet) after each class.
(The deadline for submission is 8:30 a.m. on the sixth day after each class, so
please adhere strictly to the deadline.)
This small report is the subject of evaluation, so please be sure to submit it.
I will also return comments on the submitted reports.

成績評価の方法
1 Submission of a short report (about 1 A4 sheet) after class

(5% each time, 70% in total)
2 Submission of a final report (at least 3 A4 pages) (30%)

Please summarize your thoughts on “What kind of aid-strategy should be
provided for a globalized world and post-Corona world".

その他
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科目ナンバー：（PE）ARS491E

国際文化特殊講義Ｆ【2022年度以降入学者】
国際文化特殊講義Ⅵ【2021年度以前入学者】

2単位

3・4年次

講師 ジョージ、ジョニーE.

授業の概要・到達目標
Special Studies in International Cultures VI --Polite interaction in Japan and the
United States
When considering politeness, we usually think of polite behavior and speech, but
does politeness end there? Does the form of our speech dictate our behavior? For
instance, Japanese is one of the few languages to have grammaticalized polite
forms; therefore, the language structure has been used as evidence to support the
argument that Japanese people are particularly polite. Is this so? Is it true that we
are what we speak? A long- term debate in linguistics is the relation between
language and culture‒‒polite speech is one of the elements at the center of that
debate. Some of the key questions we will consider in this course: Does speaking or
behaving politely constitute politeness? Who decides what’s polite or not? Is it
possible to be friendly and polite? What is the relationship between gender and
politeness? In this course we will explore a variety of readings in sociolinguistics
and other related academic fields to get at the heart of the politeness question.
OBJECTIVES
Understand and discuss social and linguistic aspects of polite behavior
Improve academic English through close reading and discussion
Use English communicative skills in an academic context

授業内容
1 How do we frame politeness?
2 Linguistic Politeness Theory (Watts 2003)
3 Politeness clash in the film 2LDK
4 Polite speech and action represented in media
5 Breaching Norms (Garfinkel (1964) Studies of the routine grounds of

everyday activities)
6 Polite speech in context (Okamoto 1999-- Situated politeness: manipulating

expressions in Japanese)
7 Swearing in Japan and the United States: Direct and Metaphorical

履修の注意点
None. The class will be conducted in English.

準備学習の内容
None. However, it may be helpful to review a few of the articles or videos from the
references list.

教科書
None. Materials will be provided via Oh-o! Meiji.

参考書
Brown, P. and S. Levinson (1987). Politeness: some universals in language usage.
Cambridge; New York, Cambridge University Press.
Garfinkel, H. (1964). "Studies of the Routine Grounds of Everyday Activities." Social
Problems 11(3): 225-250.
Goffman, E. (1967 [1955]). On Face-Work: an analysis of ritual elements in social
interaction. Interaction Ritual: Essays on face to face behavior by Erving Goffman.
NY, Pantheon Books: 5-45.
Grice, Paul (1967). "Logic and conversation." In Grice (1989), Studies in the Ways of
Words. Harvard University Press. pp. 22‒40.
Hill, B., S. Ide, et al. (1986) . " Universals of Linguistic Politeness: Quantitative
Evidence from Japanese and American English." Journal of Pragmatics: 347-371.
Matsumoto, Y. (1988) . " Reexamination of the universality of face: Politeness
phenomena in Japanese." Journal of Pragmatics 12: 403-26.
Ochs, E. (1992). Indexing Gender. Rethinking Context: Language as an Interactive
Phenomenon. A. Duranti and C. Goodwin, Cambridge University Press: 335-358.
Okamoto, S. (1999). "Situated politeness: manipulating honorific and non-honorific
expressions in Japanese conversations." Pragmatics: quarterly publication of the
International Pragmatics Association 8(2): 51-74.
Watts, R. J. (2003). Politeness, Cambridge.
-------
What''s Considered Rude In Japan? | ASIAN BOSS
https://www.youtube.com/watch?v=E4dIOh56tr0
Japanese React To English Swear Words | ASIAN BOSS
https://www.youtube.com/watch?v=KHpw5p8qCrI
2LDK
https://www.imdb.com/title/tt0362387/

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
Participation in class activities and discussion 40%
Writing 30%
Presentation 30%

その他
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科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅰ
2単位

3・4年次

助教 佐々木 研一朗

授業の概要・到達目標
【授業の概要】

Byron K. Marshall, Academic Freedom and the Japanese Imperial
University, 1868-1939, Berkeley: University of California Press,
1992. を講読する。授業では英文を日本語に訳し、その内容につい
て議論する。

【到達目標】
近代日本政治に関する専門用語について慣れるとともに、英語文

献を自身の力で適切に理解できるようになること。

授業内容
第1回目：オリエンテーション
第2回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第3回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第4回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第5回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第6回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第7回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第8回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第9回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第10回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第11回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第12回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第13回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第14回目：まとめ
※履修生の興味関心にあわせ、相談のうえ、テキストを変更する場
合がある。

履修の注意点
予習をしてくることが出席の前提となる。
また、辞書（電子辞書可）を持参すること。

準備学習の内容
毎回、次回の予習範囲を指示する。事前に十分に訳文を検討してく
ること。

教科書
Academic Freedom and the Japanese Imperial University, 1868-
1939, Byron K. Marshall (University of California Press)1992.
※コピーを配布する。

参考書
『大学の誕生』天野郁夫（中公新書）2009年
『高等教育の時代』天野郁夫（中公叢書）2013年
『新制大学の誕生』天野郁夫（名古屋大学出版会）2016年
『帝国大学──近代日本のエリート育成装置』天野郁夫（中公新書）
2017年

『増補版 日本における大学自治制度の成立』寺崎昌男（評論社）
2000年

『日本近代大学史』寺崎昌男（東京大学出版会）2020年

課題に対するフィードバックの方法
講義の際、訳文を検討し、議論する。

成績評価の方法
授業への取り組みの積極性（訳文の検討を含む）50%、授業への参
画度50%

その他
（1）私語をする学生は退出を命じる。
（2）講義中のスマートフォンの利用は、辞書等としての利用を含
めて、禁止とする。

（3）遅刻厳禁
（4）秋学期「原典講読Ⅱ」を履修することが望ましい。

科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅱ
2単位

3・4年次

助教 佐々木 研一朗

授業の概要・到達目標
【授業の概要】

原典講読Ⅰに引き続き、Byron K. Marshall, Academic Freedom
and the Japanese Imperial University, 1868-1939, Berkeley:
University of California Press, 1992. を講読する。授業では英文を日
本語に訳し、その内容について議論する。

【到達目標】
近代日本政治に関する専門用語について慣れるとともに、英語文

献を自身の力で適切に理解できるようになること。

授業内容
第1回目：オリエンテーション
第2回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第3回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第4回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第5回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第6回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第7回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第8回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第9回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第10回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第11回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第12回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第13回目：テキスト訳読と内容に関する議論
第14回目：まとめ
※履修生の興味関心にあわせ、相談のうえ、テキストを変更する場
合がある。

履修の注意点
予習をしてくることが出席の前提となる。
また、辞書（電子辞書可）を持参すること。

準備学習の内容
毎回、次回の予習範囲を指示する。事前に十分に訳文を検討してく
ること。

教科書
Academic Freedom and the Japanese Imperial University, 1868-
1939, Byron K. Marshall (University of California Press)1992.
※コピーを配布する。

参考書
『大学の誕生』天野郁夫（中公新書）2009年
『高等教育の時代』天野郁夫（中公叢書）2013年
『新制大学の誕生』天野郁夫（名古屋大学出版会）2016年
『帝国大学──近代日本のエリート育成装置』天野郁夫（中公新書）
2017年

『増補版 日本における大学自治制度の成立』寺崎昌男（評論社）
2000年

『日本近代大学史』寺崎昌男（東京大学出版会）2020年

課題に対するフィードバックの方法
講義の際、訳文を検討し、議論する。

成績評価の方法
授業への取り組みの積極性（訳文の検討を含む）50%、授業への参
画度50%

その他
（1）私語をする学生は退出を命じる。
（2）講義中のスマートフォンの利用は、辞書等としての利用を含
めて、禁止とする。

（3）遅刻厳禁
（4）春学期「原典講読Ⅰ」の続きから講読を行う。

─ 327 ─



科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅰ
2単位

3・4年次

兼任講師 三 森 ちかし

授業の概要・到達目標
この授業では、Europe Union（以下 EU）について書かれた英語

文献の講読によって英文読解力の向上を目指すとともに、EU につ
いての基本的知識を高めることを目的とします。

授業内容
主として、輪読形式で講義を進めていきます。毎回担当者を決

め、指定した範囲の翻訳を発表してもらいます。文献の内容を正確
に理解し、きちんとした日本語に訳することを重視しますので、量
よりも質の高い翻訳を求めます。
第1回：イントロダクション
第2回：lesson 1
第3回：lesson 2
第4回：lesson 3
第5回：lesson 4
第6回：lesson 5
第7回：lesson 6
第8回：lesson 7
第9回：lesson 8
第10回：lesson 9
第11回：lesson 10
第12回：lesson 11
第13回：lesson 12
第14回：lesson 13

履修の注意点
EU およびヨーロッパに関するニュースを常に注意を払うように

してください。

準備学習の内容
割り当てられた担当箇所を翻訳してきてください。口頭で述べるの
ではなく、事前に日本語として理解しやすい文にしてきて下さい。

教科書
A Short History of Brexit, Kevin O''Rourke, A Pelican Bookを
使う予定です。購入は不要です。

参考書
『新EU論』植田隆子ほか（信山社）
『ヨーロッパ統合の政治史』金丸輝男ほか（有斐閣）
『EU の政治』田中俊郎（岩波書店）
『EU─欧州統合の現在─ 第4版』鷲江義勝ほか（創元社）
『EUの知識』（藤井良弘、日経文庫）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点および発表内容で評価します。

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅱ
2単位

3・4年次

兼任講師 三 森 ちかし

授業の概要・到達目標
この授業では、Europe Union（以下 EU）について書かれた英語

文献の講読によって英文読解力の向上を目指すとともに、EU につ
いての基本的知識を高めることを目的とします。

授業内容
主として、輪読形式で講義を進めていきます。毎回担当者を決

め、指定した範囲の翻訳を発表してもらいます。文献の内容を正確
に理解し、きちんとした日本語に訳することを重視しますので、量
よりも質の高い翻訳を求めます。
第1回：イントロダクション
第2回：lesson 1
第3回：lesson 2
第4回：lesson 3
第5回：lesson 4
第6回：lesson 5
第7回：lesson 6
第8回：lesson 7
第9回：lesson 8
第10回：lesson 9
第11回：lesson 10
第12回：lesson 11
第13回：lesson 12
第14回：lesson 13

履修の注意点
EU およびヨーロッパに関するニュースを常に注意を払うように

してください。

準備学習の内容
割り当てられた担当箇所を翻訳してきてください。口頭で述べるの
ではなく、事前に日本語として理解しやすい文にしてきて下さい。

教科書
A Short History of Brexit, Kevin O''Rourke, A Pelican Bookを
使う予定です。購入は不要です。

参考書
『新EU論』植田隆子ほか（信山社）
『ヨーロッパ統合の政治史』金丸輝男ほか（有斐閣）
『EU の政治』田中俊郎（岩波書店）
『EU─欧州統合の現在─ 第4版』鷲江義勝ほか（創元社）
『EUの知識』（藤井良弘、日経文庫）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点および発表内容で評価します。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅰ
2単位

3・4年次

助教 鎌 江 一 平

授業の概要・到達目標
「授業概要」
この授業では、昨今の国際情勢に触れつつ一定の視座を提供する英
語文献を精読する。授業の目的は、その精読を通じて専門知識・知
見を深め、英語力全般を強化することである。
学習テーマは、国際関係の基礎的内容に始まり、アメリカ、中国、
日本を含むインド太平洋地域の国際政治・外交・安全保障を中心に
取り扱う。
英語学習においては、リーディング、リスニング、スピーキング力
を強化する上での勉強方法も含めて授業で触れる。

「到達目標」
この授業では、上記の目的に沿って以下4つの目標を設定してい
る。
① 英語の情報を効率的に収集できるようになる
② 自分の意思を英語で流暢に伝えられるようになる
③ 国際関係・外交・安全保障の知識を増やす
④ 国際関係・外交・安全保障への見方を深める

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 原典理解と分析（1）
第3回目 英語学習と演習（1）
第4回目 原典理解と分析（2）
第5回目 原典理解と分析（3）
第6回目 原典理解と分析（4）
第7回目 英語学習と演習（2）
第8回目 原典理解と分析（5）
第9回目 原典理解と分析（6）
第10回目 原典理解と分析（7）
第11回目 英語学習と演習（3）
第12回目 原典理解と分析（8）
第13回目 原典理解と分析（9）
第14回目 原典理解と分析（10）

履修の注意点
毎回、A4用紙2～3ページ程度の英文を読んで予習することが課
題となる。

準備学習の内容
授業で具体的な予習・練習事項を指導する。

教科書
第1回目イントロダクションで指定する。

参考書
特になし

課題に対するフィードバックの方法
随時授業で個別に案内する。

成績評価の方法
授業への貢献度（70％）、レポート（30％）で評価する。60％以上
の得点は単位の取得を認める。

その他
特になし

科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅱ
2単位

3・4年次

助教 鎌 江 一 平

授業の概要・到達目標
「授業概要」
この授業では、昨今の国際情勢に触れつつ一定の視座を提供する英
語文献を精読する。授業の目的は、その精読を通じて専門知識・知
見を深め、英語力全般を強化することである。
学習テーマは、国際関係の基礎的内容に始まり、アメリカ、中国、
日本を含むインド太平洋地域の国際政治・外交・安全保障を中心に
取り扱う。
英語学習においては、リーディング、リスニング、スピーキング力
を強化する上での勉強方法も含めて授業で触れる。

「到達目標」
この授業では、上記の目的に沿って以下4つの目標を設定してい
る。
⑤ 英語の情報を効率的に収集できるようになる
⑥ 自分の意思を英語で流暢に伝えられるようになる
⑦ 国際関係・外交・安全保障の知識を増やす
国際関係・外交・安全保障への見方を深める

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 原典理解と分析（1）
第3回目 英語学習と演習（1）
第4回目 原典理解と分析（2）
第5回目 原典理解と分析（3）
第6回目 原典理解と分析（4）
第7回目 英語学習と演習（2）
第8回目 原典理解と分析（5）
第9回目 原典理解と分析（6）
第10回目 原典理解と分析（7）
第11回目 英語学習と演習（3）
第12回目 原典理解と分析（8）
第13回目 原典理解と分析（9）
第14回目 原典理解と分析（10）

履修の注意点
毎回、A4用紙2～3ページ程度の英文を読んで予習することが課
題となる。

準備学習の内容
授業で具体的な予習・練習事項を指導する。

教科書
第1回目イントロダクションで指定する。

参考書
特になし

課題に対するフィードバックの方法
随時授業で個別に案内する。

成績評価の方法
授業への貢献度（70％）、レポート（30％）で評価する。60％以上
の得点は単位の取得を認める。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅰ
2単位

3・4年次

講師 関 根 篤 史

授業の概要・到達目標
【講義概要】Jean Tiroleの『Economics for the Common Good』を
輪読する。受講者は、事前に割り振られたページを英単語や英文法
に注意して日本語訳する。また担当者以外の受講者にも日本語訳を
してもらうことがある。

【到達目標】英文を日本語訳出来るようになるだけでなく、「経済学
が社会全体の利益のために出来ること」について筆者がどう考えて
いるのかについても理解し、議論出来るようになることを目指す。

授業内容
第1回目 Introduction
第2回目 Ch.1 Do You Like Economics?
第3回目 Ch.1 Do You Like Economics?
第4回目 Ch.2 The Moral Limits of the Market
第5回目 Ch.2 The Moral Limits of the Market
第6回目 Ch.3 The Economist in Civil Society
第7回目 Ch.3 The Economist in Civil Society
第8回目 Ch.4 The Everyday Life of a Researcher
第9回目 Ch.4 The Everyday Life of a Researcher
第10回目 Ch.5 Economics on the Move
第11回目 Ch.5 Economics on the Move
第12回目 Ch6. Toward a Modern State
第13回目 Ch.6 Toward a Modern State
第14回目 Ch.7 The Governance and Social Responsibility of Business

履修の注意点
毎回授業の最後に次の担当の割り振りを行う。授業には電子辞書を
持参すること。

準備学習の内容
事前に該当の章を読み、単語や英文法だけでなく、内容も確認して
来ること。

教科書
Tirole, J. (2019), “Economics for the Common Good,” Princeton, NJ:
Princeton University Press.

参考書
特になし。

課題に対するフィードバックの方法
授業内で適宜解説を行う。

成績評価の方法
毎回の報告 (80%)、授業への貢献度 (20%)

その他
特になし。

科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅱ
2単位

3・4年次

講師 関 根 篤 史

授業の概要・到達目標
【講義概要】原典講読 Iに引き続き、Jean Tiroleの『Economics for
the Common Good』を輪読する。受講者は、事前に割り振られた
ページを英単語や英文法に注意して日本語訳する。また担当者以外
の受講者にも日本語訳をしてもらうことがある。

【到達目標】英文を日本語訳出来るようになるだけでなく、「経済学
が社会全体の利益のために出来ること」について筆者がどう考えて
いるのかについても理解し、議論出来るようになることを目指す。

授業内容
第1回目 Ch.8 The Climate Change
第2回目 Ch.8 The Climate Change
第3回目 Ch.9 Labor Market Change
第4回目 Ch.9 Labor Market Change
第5回目 Ch.10 Europe at the Crossroads
第6回目 Ch.10 Europe at the Crossroads
第7回目 Ch.11 What Use is Finance?
第8回目 Ch.11 What Use is Finance?
第9回目 Ch.12 The Financial Crisis of 2008
第10回目 Ch.12 The Financial Crisis of 2008
第11回目 Ch.13 Competition Policy and Industrial Policy
第12回目 Ch.13 Competition Policy and Industrial Policy
第13回目 Ch.14 How is Changing Everything
第14回目 Ch.14 How is Changing Everything

履修の注意点
毎回授業の最後に次の担当の割り振りを行う。授業には電子辞書を
持参すること。

準備学習の内容
事前に該当の章を読み、単語や英文法だけでなく、内容も確認して
来ること。

教科書
Tirole, J. (2019), “Economics for the Common Good,” Princeton, NJ:
Princeton University Press.

参考書
特になし。

課題に対するフィードバックの方法
授業内で適宜解説を行う。

成績評価の方法
毎回の報告 (80%)、授業への貢献度 (20%)

その他
特になし。
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科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅰ
2単位

3・4年次

講師 鎌 田 健 司

授業の概要・到達目標
地域別将来人口推計に関するガイドブックである Smith, Tayman

and Swanson, A Practitioner’s Guide to State and Local Population
Projections, Springer, 2013を講読する。文献の講読を通じて英文の
読解力を向上させるとともに、日本の地域人口の現状や将来につい
て議論し、理解を深めることを目標とする。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 基本的な用語
第3回目 人口分析の基礎（1）
第4回目 人口分析の基礎（2）
第5回目 死亡（1）
第6回目 死亡（2）
第7回目 出生（1）
第8回目 出生（2）
第9回目 人口移動（1）
第10回目 人口移動（2）
第11回目 人口移動（3）
第12回目 コーホート要因法（1）
第13回目 コーホート要因法（2）
第14回目 a：まとめ、b：ミニテスト

履修の注意点
初回授業に担当決めを行うので欠席しないこと。
授業は担当する範囲の英文を訳し、その内容や日本の人口統計を用
いた現状の把握やそれに対する議論を行う。

準備学習の内容
毎週決められた範囲の英文の予習と関連する人口統計の確認を行う
こと。

教科書
Smith, Tayman and Swanson, A Practitioner’s Guide to State and
Local Population Projections, Springer, 2013
適宜必要な箇所のコピーを配布するので購入は不要。

参考書
『現代人口辞典』人口学研究会編, 2010年
『地域人口分析の基礎』濱英彦・山口喜一編著, 1997年 など

課題に対するフィードバックの方法
担当となった範囲に関する英文の内容については、授業内でフィー
ドバックを行う。

成績評価の方法
授業への参加度（30％）、英文の翻訳（40％）、ミニテスト（30％）

その他
PCを持参しての資料の確認等を推奨する。

科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅱ
2単位

3・4年次

講師 鎌 田 健 司

授業の概要・到達目標
地域別将来人口推計に関するガイドブックである Smith, Tayman
and Swanson, A Practitioner’s Guide to State and Local Population
Projections, Springer, 2013を講読する。文献の講読を通じて英文の
読解力を向上させるとともに、日本の地域人口の現状や将来につい
て議論し、理解を深めることを目標とする。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 様々な推計法（1）
第3回目 様々な推計法（2）
第4回目 様々な推計法（3）
第5回目 様々な推計法（4）
第6回目 人口以外の推計（1）
第7回目 人口以外の推計（2）
第8回目 推計の評価（1）
第9回目 推計の評価（2）
第10回目 推計の正確性とバイアス（1）
第11回目 推計の正確性とバイアス（2）
第12回目 推計の正確性とバイアス（3）
第13回目 小地域推計
第14回目 a：まとめ、b：ミニテスト

履修の注意点
初回授業に担当決めを行うので欠席しないこと。
授業は担当する範囲の英文を訳し、その内容や日本の人口統計を用
いた現状の把握やそれに対する議論を行う。

準備学習の内容
毎週決められた範囲の英文の予習と関連する人口統計の確認を行う
こと。

教科書
Smith, Tayman and Swanson, A Practitioner’s Guide to State and
Local Population Projections, Springer, 2013
適宜必要な箇所のコピーを配布するので購入は不要。

参考書
『現代人口辞典』人口学研究会編, 2010年
『地域人口分析の基礎』濱英彦・山口喜一編著, 1997年 など

課題に対するフィードバックの方法
担当となった範囲に関する英文の内容については、授業内でフィー
ドバックを行う。

成績評価の方法
授業への参加度（30％）、英文の翻訳（40％）、ミニテスト（30％）

その他
PCを持参しての資料の確認等を推奨する。
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科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅰ
2単位

3・4年次

教授 原 ひろみ

授業の概要・到達目標
この授業では、労働市場における男女差に関する経済学の英語文献を読
み、その実態とメカニズムの理解を目指す。
授業の到達目標は以下3点である。
1．諸外国における労働市場における男女差の現状を理解する。
2．観察される現象の発生メカニズムを経済理論を使って説明できる。
3．英語文献の内容を日本語で簡潔にわかりやすくまとめられるようにな
る。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 What economics is about
第3回 Historical perspectives: the source of gender differences
第4回 Historical perspectives: the evolution of the family and women’s

labor force participation
第5回 Gender differences around the world: indicators of women’s

economic status
第6回 Gender differences around the world: educational attainment
第7回 Gender differences around the world: women’s political and legal

empowerment
第8回 A comparison of the US to other economically advanced countries:

international differences in policies and institutions
第9回 A comparison of the US to other economically advanced countries:

the US gender wage ration in an international context
第10回 Evidence on gender differences in labor market outcomes: gender

differences in occupations
第11回 Evidence on gender differences in labor market outcomes: the

gender pay ratio
第12回 Evidence on gender differences in labor market outcomes: gender

differences in self-employment
第13回 Gender differences in educational attainment: supply and demand

explanations
第14回 a: Gender differences in educational attainment: educational

investment decision, b: まとめ

履修の注意点
1．この授業は、受講者による報告を軸に進める。
2．レポーターは、授業範囲の要約を作成し、それに基づいて授業内で報
告をすることになる。要約は日本語でも英語でも構わないが、報告は日本
語で行うこと。
3．教科書は経済学のテキストであるため、ミクロ経済学とマクロ経済学
の基礎的な知識を前提としている。知識が不十分と思われる場合、復習・
自習したうえで授業に臨むこと。
4．第1回授業でレポーターを決めるので、欠席しないこと。

準備学習の内容
レポーター以外の受講者も、毎回の教科書の授業範囲を読んだ上で授業に
出席すること。分からない英単語は、事前に必ず調べておくこと。

教科書
Blau and Winkler (2021) The Economics of Women, Men, and Work, 9th
edition, OUP.

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法
受講者による報告や要約に対して、授業内で全体講評を行うことで、
フィードバックをする。

成績評価の方法
要約の内容ならびに授業での発表70%、授業への参加度30%

その他
1. 授業中は私語をしないこと。
2. 授業でのディスカッションに積極的に参加することが望ましい。
3. テキストに関しては第1回授業で説明をするので、事前に用意する必要
はない。

科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅱ
2単位

3・4年次

教授 原 ひろみ

授業の概要・到達目標
この授業では、労働市場における男女差に関する経済学の英語文献を読
み、その実態とメカニズムの理解を目指す。
授業の到達目標は以下3点である。
1．諸外国における労働市場における男女差の現状を理解する。
2．観察される現象の発生メカニズムを経済理論を使って説明できる。
3．英語文献の内容を日本語で簡潔にわかりやすくまとめられるようにな
る。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 Gender differences in educational attainment: gender differences

in educational investment decisions
第3回 Other supply-side sources of gender differences in labor market

outcomes: on the job training and labor market experience
第4回 Other supply-side sources of gender differences in labor market

outcomes: occupations and earnings
第5回 Other supply-side sources of gender differences in labor market

outcomes: gender differences in psychological attributes
第6回 Explaining gender differences in earnings and occupations: labor

market discrimination
第7回 Explaining gender differences in earnings and occupations:

evidence on discrimination from experiments
第8回 Explaining gender differences in earnings and occupations:

determinants of trends in the gender wage gap
第9回 Labor market discrimination: theories
第10回 Labor market discrimination: subtle barriers
第11回 Labor market discrimination: institutional model
第12回 Government policies to combat employment discrimination:

rational for government intervention
第13回 Government policies to combat employment discrimination:

effectiveness of the government’s antidiscrimination effort
第14回 a: Government policies to combat employment discrimination:

comparable worth, b: まとめ

履修の注意点
1．この授業は、受講者による報告を軸に進める。
2．レポーターは、授業範囲の要約を作成し、それに基づいて授業内で報
告をすることになる。要約は日本語でも英語でも構わないが、報告は日本
語で行うこと。
3．教科書は経済学のテキストであるため、ミクロ経済学とマクロ経済学
の基礎的な知識を前提としている。知識が不十分と思われる場合、復習・
自習したうえで授業に臨むこと。
4．第1回授業でレポーターを決めるので、欠席しないこと。

準備学習の内容
レポーター以外の受講者も、毎回の教科書の授業範囲を読んだ上で授業に
出席すること。

教科書
Blau and Winkler (2021) The Economics of Women, Men, and Work, 9th
edition, OUP.

参考書
特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法
受講者による報告や要約に対して、授業内で全体講評を行うことで、
フィードバックをする。

成績評価の方法
要約の内容ならびに授業での発表70%、授業への参加度30%

その他
1. 授業中は私語をしないこと。
2. 授業でのディスカッションに積極的に参加することが望ましい。
3. テキストに関しては第1回授業で説明をするので、事前に用意する必要
はない。
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科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅰ（日本古典語）
2単位

3・4年次

教授 植 田 麦

授業の概要・到達目標
この授業では、中古（平安時代）から近世（江戸時代）にかけて

書かれた原典資料を読解する。演習形式で授業を進める。
到達目標として以下を設定する。

・いわゆる「くずし字」を読むことができる。
・古典文法についての知識を身につけ、古典文を適切に読解でき
る。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 テキストに基づく演習
第3回 テキストに基づく演習
第4回 テキストに基づく演習
第5回 テキストに基づく演習
第6回 テキストに基づく演習
第7回 テキストに基づく演習
第8回 テキストに基づく演習
第9回 テキストに基づく演習
第10回 テキストに基づく演習
第11回 テキストに基づく演習
第12回 テキストに基づく演習
第13回 テキストに基づく演習
第14回 試験と解説

履修の注意点
・就職活動に関しての欠席を公欠として扱うことはない。
・演習形式で行うので、事前・事後学習は欠かさないこと。自習を
行わないものに対する配慮は一切行わない。
・大半の学生が初めて学ぶ内容であるが、日本古典文法および日本
古典文学世界の常識について理解しているものとして授業を進め
る。
・生半可な態度で授業を受けると、毎回出席していても不合格にな
る場合がある。
・以上を熟慮の上、履修登録を行うこと。

準備学習の内容
・予習：毎回の授業終了時に指示する。
・復習：課題を出す場合がある。課題を提出しない場合は、単位の
認定にかかわる大きなペナルティを科す。

教科書
・『仮名手引』、神戸平安文学会編、（和泉書院）
・演習テキストは授業内で配布する。

参考書
・『くずし字解読辞典（普及版）』、児玉幸多、（東京堂出版）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
・期末試験100%
・任意でない課題を課すことがある。当該課題を未提出の場合、大
きなペナルティを科す。
・なお、「出席点」なるものは存しないが、遅刻・欠席により減点
を行う。よって、一定回数以上の遅刻・欠席をした場合は、単位認
定の対象とならない。

その他
・第1回の授業時において、期間内の授業について説明する。履修
を考えている者はかならず出席すること。出席しない場合の不利益
については、一切考慮しない。
・履修者数および授業の進展に伴い、授業予定の一部を変更する場
合がある。

科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅱ（日本古典語）
2単位

3・4年次

教授 植 田 麦

授業の概要・到達目標
この授業では、近代初期までの写本・版本を主たる対象として、

「くずし字」の資料を読解する。演習形式で授業を進める。
到達目標として以下を設定する。

・いわゆる「くずし字」を読むことができる。
・古典文法についての知識を身につけ、古典文を適切に読解でき
る。

授業内容
第1回 イントロダクション
第2回 テキストに基づく演習
第3回 テキストに基づく演習
第4回 テキストに基づく演習
第5回 テキストに基づく演習
第6回 テキストに基づく演習
第7回 テキストに基づく演習
第8回 テキストに基づく演習
第9回 テキストに基づく演習
第10回 テキストに基づく演習
第11回 テキストに基づく演習
第12回 テキストに基づく演習
第13回 テキストに基づく演習
第14回 試験と解説

履修の注意点
・就職活動に関する欠席を公欠として扱うことはない。
・演習形式で行うので、事前・事後学習は欠かさないこと。自習を
行わないものに対する配慮は一切行わない。
・日本古典文法および日本古典文学世界の常識について理解してい
るものとして授業を進める。
・本授業は、春学期開講の「原典講読Ⅰ」の授業内容を前提として
進める。そのため、第1回からくずし字のテキストの読解を行う。
履修する場合は、必ず以下に示す教科書を持参すること。
・生半可な態度で授業を受けると、毎回出席していても不合格にな
る場合がある。
・以上を熟慮の上、履修登録を行うこと。

準備学習の内容
・予習：毎回の授業終了時に指示する。
・復習：課題を出す場合がある。課題を提出しない場合は、単位の
認定にかかわる大きなペナルティを科す。

教科書
・『仮名手引』（神戸平安文学会編 和泉書院）
・演習テキストは授業内で配布する。

参考書
・『くずし字解読辞典（普及版）』（児玉幸多 東京堂出版）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
・期末試験100%
・任意でない課題を課すことがある。当該課題を未提出の場合、大
きなペナルティを科す。
・なお、「出席点」なるものは存しないが、遅刻・欠席により減点
を行う。よって、一定回数以上の遅刻・欠席をした場合は、単位認
定の対象とならない。

その他
・第1回の授業時において、期間内の授業について説明する。履修
を考えている者はかならず出席すること。出席しない場合の不利益
については、一切考慮しない。
・履修者数および授業の進展に伴い、授業予定の一部を変更する場
合がある。
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科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅰ（ドイツ語）
2単位

3・4年次

教授 高 橋 一 行

授業の概要・到達目標
この授業では、ドイツ語圏（ドイツ、オーストリア、スイス）の

政治・経済・社会・文化・歴史に関するドイツ語テキスト（論文・
著書の一部、雑誌・新聞記事、大学院入学試験の過去問題など）の
講読、あるいはそれらをテーマとした映画の鑑賞やドイツ語会話を
通じて、1）ドイツ語力の向上、2）テキストの内容やドイツとい
う国への理解を深めることを目的とします。授業では、毎回担当者
にテキストを訳出してもらい、文法や構文、内容について解説しま
す。その他、ドイツ留学・ドイツ短期滞在・ドイツ旅行を計画して
いる学生の皆さんには、そのための準備方法に関しても指導しま
す。具体的な授業内容（テキスト）とスケジュールは、受講者の受
講目的・人数・語学力・要望に応じて決めますので、初回授業に参
加するようにしてください。

本講義の到達目標は、受講者の関心と能力に適したテキストの選
択、講読、テキストの内容に関する議論を通じて、1）ドイツ語力
の向上、2）ドイツに関する知識の広がりと深化、3）日独比較の
視点をもって内容を理解することにあります。

授業内容
第1回 イントロダクション

（授業形態・授業内容・講読テキストについて）
第2回 講読と解説（1）
第3回 講読と解説（2）
第4回 講読と解説（3）
第5回 講読と解説（4）
第6回 講読と解説（5）
第7回 講読と解説（6）
第8回 講読と解説（7）
第9回 講読と解説（8）
第10回 講読と解説（9）
第11回 講読と解説（10）
第12回 講読と解説（11）
第13回 講読と解説（12）
第14回 まとめと総括

履修の注意点
ドイツ語の基礎能力が必要です。授業内で文法や構文について説明
するようにしますが、授業開始までに基本的な文法について一通り
理解しておいてください。

準備学習の内容
事前にテキストの該当箇所を読み、わからない単語を辞書で調べて
おいてください。

教科書
特に指定しません。授業で使用するテキストは毎回用意します。
2022年度テキスト例：週刊新聞 Die Zeit の記事.

参考書
授業で適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
定期試験は実施しません。授業への貢献度（60%）と授業への参加
度（40％）で評価します。

その他
特にありません

科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅱ（ドイツ語）
2単位

3・4年次

教授 高 橋 一 行

授業の概要・到達目標
この授業では、ドイツ語圏（ドイツ、オーストリア、スイス）の

政治・経済・社会・文化・歴史に関するドイツ語テキスト（論文・
著書の一部、雑誌・新聞記事、大学院入学試験の過去問題など）の
講読、あるいはそれらをテーマとした映画の鑑賞やドイツ語会話を
通じて、1）ドイツ語力の向上、2）テキストの内容やドイツとい
う国への理解を深めることを目的とします。授業では、毎回担当者
にテキストを訳出してもらい、文法や構文、内容について解説しま
す。その他、ドイツ留学・ドイツ短期滞在・ドイツ旅行を計画して
いる学生の皆さんには、そのための準備方法に関しても指導しま
す。具体的な授業内容（テキスト）とスケジュールは、受講者の受
講目的・人数・語学力・要望に応じて決めますので、初回授業に参
加するようにしてください。

本講義の到達目標は、受講者の関心と能力に適したテキストの選
択、講読、テキストの内容に関する議論を通じて、1）ドイツ語力
の向上、2）ドイツに関する知識の広がりと深化、3）日独比較の
視点をもって内容を理解することにあります。

授業内容
第1回 イントロダクション

（授業形態・授業内容・講読テキストについて）
第2回 講読と解説（1）
第3回 講読と解説（2）
第4回 講読と解説（3）
第5回 講読と解説（4）
第6回 講読と解説（5）
第7回 講読と解説（6）
第8回 講読と解説（7）
第9回 講読と解説（8）
第10回 講読と解説（9）
第11回 講読と解説（10）
第12回 講読と解説（11）
第13回 講読と解説（12）
第14回 まとめと総括

履修の注意点
ドイツ語の基礎能力が必要です。授業内で文法や構文について説明
するようにしますが、授業開始までに基本的な文法について一通り
理解しておいてください。

準備学習の内容
事前にテキストの該当箇所を読み、わからない単語を辞書で調べて
おいてください。

教科書
特に指定しません。授業で使用するテキストは毎回用意します。
2022年度テキスト例：週刊新聞 Die Zeit の記事.

参考書
授業で適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
定期試験は実施しません。授業への貢献度（60%）と授業への参加
度（40％）で評価します。

その他
特にありません
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科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅰ（ドイツ語）
2単位

3・4年次

准教授 奥 山 誠

授業の概要・到達目標
経済学わけても経済思想および経済学説に関連するドイツ語文献

を精読する。その際、本講義では、近年再評価の著しいドイツ歴史
学派の経済思想に焦点を合わせ、制度・慣習に着目する現代経済学
の刷新にとってその経済思想がいかに重要な役割を果たしているの
かを解説していく。

基本的な経済学のドイツ語文献を精読することを通じてドイツ語
読解力を向上すること、ドイツ語圏の経済思想・経済学説にかんす
る知識を高め、その経済思想がもつ有用性を理解することを到達目
標とする。

授業内容
第1回目：イントロダクション
第2回目：「歴史学派」の定義
第3回目：「歴史学派」生成の時代背景1 ドイツ資本主義形成期
第4回目：「歴史学派」生成の時代背景2 ドイツ資本主義確立期
第5回目：開拓者としてのF. リストの経済思想1 古典派への懐

疑
第6回目：開拓者としてのF. リストの経済思想2 「国民経済学」

の経済思想
第7回目：「歴史学派」の生成 ─ 「旧歴史学派」の経済思想
第8回目：W. ロッシャーの歴史的方法
第9回目：B. ヒルデブラントの経済発展段階論
第10回目：K. クニースの歴史的科学としての政治経済学
第11回目：「歴史学派」の確立 ─ 「新歴史学派」の経済思想
第12回目：G. シュモラーの歴史研究と配分的正義の観念
第13回目：G. シュモラーの重商主義論と方法論争
第14回目a：試験

b：正答解説

履修の注意点
必ず辞書（電子辞書可）を持参すること。

準備学習の内容
文献は必ず読んだうえで授業に出席すること。また文法, 構文, 内

容について不明な点があれば授業で質問すること。

教科書
初回授業時に文献のコピーを配布する。

参考書
特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法
授業中に行う。

成績評価の方法
授業への貢献度60％, レポートの成績40％で評価する。

その他
初回の授業には必ず出席すること。特段の事情がない限り、秋学

期の原典講読も履修すること。

科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅱ（ドイツ語）
2単位

3・4年次

准教授 奥 山 誠

授業の概要・到達目標
経済学わけても経済思想および経済学説に関連するドイツ語文献

を精読する。その際、本講義では、近年再評価の著しいドイツ歴史
学派の経済思想に焦点を合わせ、制度・慣習に着目する現代経済学
の刷新にとってその経済思想がいかに重要な役割を果たしているの
かを解説していく。

基本的な経済学のドイツ語文献を精読することを通じてドイツ語
読解力を向上すること、ドイツ語圏の経済思想・経済学説にかんす
る知識を高め、その経済思想がもつ有用性を理解することを到達目
標とする。

授業内容
第1回目：イントロダクション
第2回目：｢歴史学派」の発展 ─ 「最新歴史学派」の経済思想
第3回目：W. ゾンバルトにおける「資本主義」概念の提起
第4回目：W. ゾンバルトの企業家観と信用理論
第5回目：W. ゾンバルトの資本主義起源論
第6回目：M. ヴェーバーの「理念型」とシュモラー批判
第7回目：M. ヴェーバーにおける「資本主義の精神」
第8回目：J. A. シュンペーターの資本主義発展の理論
第9回目：A. シュピートホフの景気循環論
第10回目：｢最新歴史学派」の資本主義終焉論1 ゾンバルトの場

合
第11回目：｢最新歴史学派」の資本主義終焉論2 シュンペーター

の場合
第12回目：歴史学派の波及1 アメリカの場合
第13回目：歴史学派の波及2 イギリスの場合
第14回目a：試験

b：正答解説

履修の注意点
必ず辞書（電子辞書可）を持参すること。

準備学習の内容
文献は必ず読んだうえで授業に出席すること。また文法, 構文, 内

容について不明な点があれば授業で質問すること。

教科書
初回授業時に文献のコピーを配布する。

参考書
特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法
授業中に行う。

成績評価の方法
授業への貢献度60％, レポートの成績40％で評価する。

その他
初回の授業には必ず出席すること。特段の事情がない限り、春学

期の原典講読も履修すること。
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科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅰ（フランス語）
2単位

3・4年次

准教授 高 山 裕 二

授業の概要・到達目標
この講義では、フランス語の政治(学)文献を精読することで、卒

論などで仏語原典が使えるようになることを目指す。テキストとし
ては、フランス革命に関わる文献を扱う予定である。また, 受講生
の関心に合わせて, 政治学関連の事典の項目やLe Mondeなどの新聞
の時事的記事も扱う。

授業内容
1．イントロ
2．Dictionnaire critique de la Révolution françaiseの諸項目の輪読
3．Dictionnaire critique de la Révolution françaiseの諸項目の輪読
4．Dictionnaire critique de la Révolution françaiseの諸項目の輪読
5．Dictionnaire critique de la Révolution françaiseの諸項目の輪読
6．Dictionnaire critique de la Révolution françaiseの諸項目の輪読
7．Dictionnaire critique de la Révolution françaiseの諸項目の輪読
8．Dictionnaire de philosophie politiqueの諸項目の輪読
9．Dictionnaire de philosophie politiqueの諸項目の輪読
10．Dictionnaire de philosophie politiqueの諸項目の輪読
11．Dictionnaire de philosophie politiqueの諸項目の輪読
12．Dictionnaire de philosophie politiqueの諸項目の輪読
13．Dictionnaire de philosophie politiqueの諸項目の輪読
14．まとめ
＊受講生と相談してテキストを含めて変更する可能性がある。

履修の注意点
フランス語の授業を履修済みであること。

準備学習の内容
テキストの該当箇所を毎回精読し授業にのぞむこと。

教科書
Dictionnaire de philosophie politique (PUF, 2003).
Dictionnaire critique de la Révolution française (Flammarion, 1992).
＊テキスト（教科書）はコピーして配布する。

参考書
授業中に適宜指定する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（授業への参加・貢献）100%

その他
無断欠席・遅刻は厳禁。

科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅱ（フランス語）
2単位

3・4年次

准教授 高 山 裕 二

授業の概要・到達目標
この講義では、フランス語の政治(学)文献を精読することで、卒

論などで仏語原典が使えるようになることを目指す。テキストとし
ては、フランス革命に関わる文献を扱う予定である。また, 受講生
の関心に合わせて, 政治学関連の事典の項目やLe Mondeなどの新聞
の時事的記事も扱う。

授業内容
1．イントロ
2．Dictionnaire critique de la Révolution françaiseの諸項目の輪読
3．Dictionnaire critique de la Révolution françaiseの諸項目の輪読
4．Dictionnaire critique de la Révolution françaiseの諸項目の輪読
5．Dictionnaire critique de la Révolution françaiseの諸項目の輪読
6．Dictionnaire critique de la Révolution françaiseの諸項目の輪読
7．Dictionnaire critique de la Révolution françaiseの諸項目の輪読
8．Dictionnaire de philosophie politiqueの諸項目の輪読
9．Dictionnaire de philosophie politiqueの諸項目の輪読
10．Dictionnaire de philosophie politiqueの諸項目の輪読
11．Dictionnaire de philosophie politiqueの諸項目の輪読
12．Dictionnaire de philosophie politiqueの諸項目の輪読
13．Dictionnaire de philosophie politiqueの諸項目の輪読
14．まとめ
＊受講生と相談しテキストを含めて変更する可能性がある。

履修の注意点
春学期の授業（原典講読III）を履修済みであること。

準備学習の内容
テキストの該当箇所を毎回精読し授業にのぞむこと。

教科書
Dictionnaire de philosophie politique (PUF, 2003).
Dictionnaire critique de la Révolution française (Flammarion, 1992).
＊テキスト（教科書）はコピーして配布する。

参考書
授業中に適宜指定する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
平常点（授業への参加・貢献）100%

その他
無断欠席・遅刻は厳禁。
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科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅰ（フランス語）
2単位

3・4年次

講師 杉 本 隆 司

授業の概要・到達目標
Paul Lafargue, Le droit à la paresse (1881)（ポール・ラファルグ

『怠ける権利』）を読む。マルクスの婿にあたる著者ラファルグは、
本書で「労働＝神聖」という常識を覆し、「労働の権利」ではなく

「怠ける権利」を主張した。なぜ人間は「働く」のではなく、「怠け
る」べきなのか？授業では本書の前半部の講読を通じて、当時のフ
ランスの社会情勢を含め、近代社会における「労働」の意味を問い
直す著者の問題意識を学ぶ。

授業内容
1．ガイダンス
2．Avant-Propos (p.7-)
3．I. Un Dogme Désastreux (p.11-)
4．La suite (p.14-)
5．II. Bénédictions du Travail (p.17-)
6．La suite (p.20-)
7．La suite (p.23-)
8．La suite (p.26-)
9．La suite (p.29-)
10．La suite (p.31-)
11．III. Ce qui suit la surproduction (p.35-)
12．La suite (p.38-)
13．La suite (p.40-)
14．a)試験、b)解説

履修の注意点
1．初回のガイダンスに出席すること。
2．辞書（電子辞書可）・文法書を持参すること。
3．初級文法の知識があることが望ましいが、フランス語を一から
学びたいという意欲があれば歓迎。

準備学習の内容
1．毎回持ち回りで指定の個所を訳してくること。
2．日本語版を参考にしてよいが、自分の訳文は必ず文法的に説明
できるように(あるいはどこがわからないのかを説明できるように)
しておくこと。

教科書
Paul Lafargue, Le Droit à la paresse, Allia, 2018（諸版あり）

参考書
ポール・ラファルグ『怠ける権利』田淵晉也訳、平凡社ライブラ
リー、2008

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への貢献度70％、レポート30％で総合的に評価する。

その他
この授業は秋学期の仏語原典講読と連動しているので合わせて受講
するのが望ましい。

科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅱ（フランス語）
2単位

3・4年次

講師 杉 本 隆 司

授業の概要・到達目標
春学期に続き、Paul Lafargue, Le droit à la paresse (1881)（ポー
ル・ラファルグ『怠ける権利』）を読む。マルクスの婿にあたる著
者ラファルグは、本書で「労働＝神聖」という常識を覆し、「労働
の権利」ではなく「怠ける権利」を主張した。授業では本書の後半
部の講読を通じて、近代社会における「労働」の意味を考えるとと
もに、ウェーバー『プロ倫』の職業倫理思想を対置させながら資本
主義と社会主義の起源をたどる。

授業内容
1．ガイダンス
2．III. Ce qui suit la surproduction (p.43-)
3．La suite (p.46-)
4．La suite (p.49-)
5．La suite (p.52-)
6．IV. A Nouvel Air, Chanson nouvelle (p.55-)
7．La suite (p.58-)
8．La suite (p.60-)
9．La suite (p.63-)
10. Appendice (p.66-)
11. La suite (p.68-)
12. La suite (p70-)
13. La suite (p.72-)
14. a)試験、b)解説

履修の注意点
1．初回のガイダンスに出席すること。
2．辞書（電子辞書可）・文法書を持参すること。
3．初級文法の知識があることが望ましいが、フランス語を一から
学びたいという意欲があれば歓迎。無断欠席お断り。

準備学習の内容
1．毎回持ち回りで指定の個所を訳してくること。
2．日本語版を参考にしてよいが、自分の訳文は必ず文法的に説明
できるように(あるいはどこがわからないのかを説明できるように)
しておくこと。

教科書
Paul Lafargue, Le Droit à la paresse, Allia, 2018（諸版あり）

参考書
ポール・ラファルグ『怠ける権利』田淵晉也訳、平凡社ライブラ
リー、2008

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への貢献度70％、レポート30％で総合的に評価する。

その他
この授業は春学期の仏語原典講読と連動しているので合わせて受講
するのが望ましい。
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科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅰ（社会学）
2単位

3・4年次

兼任講師 岡 庭 義 行

授業の概要・到達目標
《授業の概要》

本講は、社会学における理論と方法、及び事例研究に関する原典
（英語）の講読を通して、社会学的思考を身につけることを目的と
している。

《到達目標》
社会学理論を原典により理解し、フィールド事例を自己の言葉で

解釈することができる。

授業内容
第 1 回 イントロダクション
第 2 回 講読と解説（1）Symbolization
第 3 回 講読と解説（2）Power of Ritual
第 4 回 講読と解説（3）Theory of Taboo
第 5 回 講読と解説（4）Purity and Danger
第 6 回 講読と解説（5）Supernatural being
第 7 回 講読と解説（6）Dualism
第 8 回 講読と解説（7）Ambivalence &Blessing
第 9 回 講読と解説（8）Trickster in Mythology
第10回 講読と解説（9）Invention of Tradition
第11回 講読と解説（10）Capitalism
第12回 講読と解説（11）Post-Colonialism
第13回 講読と解説（12） Cultural Imperialism
第14回 まとめと総括

履修の注意点
関連する講義を併行して履修することが望ましい。講義資料はOh-
o! Meijiで配布する。

準備学習の内容
事前に配布された講読テキストを通読し、事後にテキスト内容の要
約整理を行うこと（各30分）。

教科書
特に使用しない。講読テキストはOh-o! Meijiにより配布する。

参考書
“The Power of Ritual.” Bruce Kapferer (ed.), University of Adelade
(1979).
※その他、演習中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
提出課題については、適宜、Oh-o! Meijiにより、関連資料を付して
全体講評を行います。

成績評価の方法
発表の内容（30%）、授業への貢献度（40%）授業への参加状況

（30%）

その他
履修生の関心や進捗状況、履修生数によりテーマを調整することが
ある。

科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅱ（社会学）
2単位

3・4年次

兼任講師 岡 庭 義 行

授業の概要・到達目標
《授業の概要》

本講は、さまざまな社会学的事例に関する原典（英語）の講読を
通して、共時的な社会学事象の分析と解釈を試みることを目的とし
ている。

《到達目標》
社会学事象を原典により理解し、社会学理論や方法論を用いて解

釈することができる。

授業内容
第 1 回 イントロダクション
第 2 回 講読と解説（1）Gender Equal
第 3 回 講読と解説（2）Social Diversity
第 4 回 講読と解説（3）Vulnerability
第 5 回 講読と解説（4）Social Capital & QOL
第 6 回 講読と解説（5）Social Polarization
第 7 回 講読と解説（6）Suicide and Anomie
第 8 回 講読と解説（7）Empowerment
第 9 回 講読と解説（8）SDGs & COP
第10回 講読と解説（9）GHG & IPCC
第11回 講読と解説（10）Ecological Footprint
第12回 講読と解説（11）Ethnicity
第13回 講読と解説（12）Diaspora & Rhizome
第14回 まとめと総括

履修の注意点
関連する講義を併行して履修することが望ましい。講義資料はOh-
o! Meijiで配布する。

準備学習の内容
事前に配布された講読テキストを通読し、事後にテキスト内容の要
約整理を行うこと（各30分）。

教科書
特に使用しない。講読テキストはOh-o! Meijiにより配布する。

参考書
“The Anthropology of Experience.” Turner & Bruner (eds) .
University Illinois Press(1986).
※その他、演習中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
提出課題については、適宜、Oh-o! Meijiにより、関連資料を付して
全体講評を行います。

成績評価の方法
発表の内容（30%）、授業への貢献度（40%）授業への参加状況

（30%）

その他
履修生の関心や進捗状況、履修生数によりテーマを調整することが
ある。
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科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅰ（特定 スポーツ）
2単位

3・4年次

兼任講師 竹 内 桂

授業の概要・到達目標
日本政治に関わる英語文献を読解する。
受講生による英文の読解が中心となる。
英語の専門用語や表現に慣れるとともに、知識の習得を目指す。

授業内容
第1回 テキスト講読
第2回 テキスト講読
第3回 テキスト講読
第4回 テキスト講読
第5回 テキスト講読
第6回 テキスト講読
第7回 テキスト講読
第8回 テキスト講読
第9回 テキスト講読
第10回 テキスト講読
第11回 テキスト講読
第12回 テキスト講読
第13回 テキスト講読
第14回 a）試験 b）全体まとめ

履修の注意点
辞書（電子辞書、可）を用意する。
授業は定時から始める。
第1回目の授業の際に、履修にあたっての注意事項について説明す
る。

準備学習の内容
教材をしっかりと復習する。

教科書
Alisa Gaunder, 2017. Japanese Politics and Governance,
ROUTLEDGE
どの部分を読むかは相談の上、決定する。

教材はOh-o！MeijiでPDFデータをアップする。

参考書
特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度 60％
期末試験 40％

その他

科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅱ（特定 スポーツ）
2単位

3・4年次

兼任講師 竹 内 桂

授業の概要・到達目標
原典講読Ⅰと同様に、日本政治に関わる英語文献を読解する。
受講生による英文の読解が中心となる。
英語の専門用語や表現に慣れるとともに、知識の習得を目指す。

授業内容
第1回 テキスト講読
第2回 テキスト講読
第3回 テキスト講読
第4回 テキスト講読
第5回 テキスト講読
第6回 テキスト講読
第7回 テキスト講読
第8回 テキスト講読
第9回 テキスト講読
第10回 テキスト講読
第11回 テキスト講読
第12回 テキスト講読
第13回 テキスト講読
第14回 a）試験 b）全体まとめ

履修の注意点
辞書（電子辞書、可）を用意する。
授業は定時から始める。
第1回目の授業の際に、履修にあたっての注意事項について説明す
る。

準備学習の内容
教材をしっかりと復習する。

教科書
Alisa Gaunder, 2017. Japanese Politics and Governance,
ROUTLEDGE
どの部分を読むかは相談の上、決定する。

教材はOh-o！MeijiでPDFデータをアップする。

参考書
特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業への参加度 60％
期末試験 40％

その他

─ 339 ─



科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅰ（特定 スポーツ）
2単位

3・4年次

講師 宮崎 イキサン

授業の概要・到達目標
本講義の目的は英語の文献を講読することにより、英語の読解力

の向上を目指すと共に、様々な経済問題について学ぶことである。
この目的を達成するため、本講義では担当教員が用意した英文教

材を基に、学生によるその内容の翻訳と解説を中心に進行する。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 教材の読解と発表1
第3回目 教材の読解と発表2
第4回目 教材の読解と発表3
第5回目 教材の読解と発表4
第6回目 教材の読解と発表5
第7回目 教材の読解と発表6
第8回目 教材の読解と発表7
第9回目 教材の読解と発表8
第10回目 教材の読解と発表9
第11回目 教材の読解と発表10
第12回目 教材の読解と発表11
第13回目 教材の読解と発表12
第14回目 学期のまとめとレポート内容について

履修の注意点
英語の辞書類を持参すること（紙媒体、電子辞書、アプリなど）。

準備学習の内容
講義内での教材の読み込み、内容の理解、発表が欠かせない。

教科書
教科書は使用せず、教員が用意する講読資料を利用する。講読の

担当などは講義内で決定する。

参考書
授業中に取り扱ったテーマや学生の興味関心に合わせて適宜提示

する。

課題に対するフィードバックの方法
講義において課題が出された場合、課題の提出・評価・フィード

バックはOh-o! meijiシステム上で行う。
具体的には課題をOh-o! meijiクラスウェブの「レポート」欄に公

開し、提出もこちらで受け付ける。さらに、Oh-o! meijiクラスウェ
ブの「レポート」欄にはコメントやフィードバック機能が付いてい
るので、課題に対するコメントやフィードバックもその機能を利用
して行う。

さらなる理解や研究のために必要であれば、講義内での対面での
コメントやフィードバックを実施することもある。

成績評価の方法
授業への参加度（20%）、発表の内容（60%）、他の発表内容に対

する発言や他の発表者との議論など授業への貢献度（20%）を基
に、明治大学の評価・評点基準に沿って成績評価を行う。

その他
初回講義（イントロダクション）で講義の進行について詳細に説

明する。
その他必要な事項は授業内で適宜指示する。

科目ナンバー：（PE）IND311J

原典講読Ⅱ（特定 スポーツ）
2単位

3・4年次

講師 宮崎 イキサン

授業の概要・到達目標
本講義の目的は英語の文献を講読することにより、英語の読解力

の向上を目指すと共に、様々な経済問題について学ぶことである。
この目的を達成するため、本講義では担当教員が用意した英文教

材を基に、学生によるその内容の翻訳と解説を中心に進行する。

授業内容
第1回目 イントロダクション
第2回目 教材の読解と発表1
第3回目 教材の読解と発表2
第4回目 教材の読解と発表3
第5回目 教材の読解と発表4
第6回目 教材の読解と発表5
第7回目 教材の読解と発表6
第8回目 教材の読解と発表7
第9回目 教材の読解と発表8
第10回目 教材の読解と発表9
第11回目 教材の読解と発表10
第12回目 教材の読解と発表11
第13回目 教材の読解と発表12
第14回目 学期のまとめとレポート内容について

履修の注意点
英語の辞書類を持参すること（紙媒体、電子辞書、アプリなど）。

準備学習の内容
講義内での教材の読み込み、内容の理解、発表が欠かせない。

教科書
教科書は使用せず、教員が用意する講読資料を利用する。講読の

担当などは講義内で決定する。

参考書
授業中に取り扱ったテーマや学生の興味関心に合わせて適宜提示

する。

課題に対するフィードバックの方法
講義において課題が出された場合、課題の提出・評価・フィード

バックはOh-o! meijiシステム上で行う。
具体的には課題をOh-o! meijiクラスウェブの「レポート」欄に公

開し、提出もこちらで受け付ける。さらに、Oh-o! meijiクラスウェ
ブの「レポート」欄にはコメントやフィードバック機能が付いてい
るので、課題に対するコメントやフィードバックもその機能を利用
して行う。

さらなる理解や研究のために必要であれば、講義内での対面での
コメントやフィードバックを実施することもある。

成績評価の方法
授業への参加度（20%）、発表の内容（60%）、他の発表内容に対

する発言や他の発表者との議論など授業への貢献度（20%）を基
に、明治大学の評価・評点基準に沿って成績評価を行う。

その他
初回講義（イントロダクション）で講義の進行について詳細に説

明する。
その他必要な事項は授業内で適宜指示する。
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科目ナンバー：（PE）IND311J

応用総合講座Ａ【2022年度以降入学者】
応用総合講座Ⅰ【2021年度以前入学者】

2単位

1～4年次

教授 水戸部 由 枝

授業の概要・到達目標
本授業では、学内外の研究者が、ジェンダー／セクシュアリティの最新の議論についてオムニバス形式で講義を行います。ジェンダー／セク
シュアリティは、社会の問題意識や実践と連動した学問領域です。セクシュアル・マイノリティと言われる人たちだけではなく、現代に生き
る私たちの意識や生活、社会制度を問い直す学問です。本授業では、多岐にわたるテーマやさまざまな文化社会における事例を通じて、それ
らをめぐる問題を多角的に考える力を養うこと、そして、「性」をめぐる知識や認識を相対化することを目標とします。各講義のテーマは、軍
隊、男性性、家族、マイノリティ、ジェンダー表象など多岐にわたります。また、時空間も、近世から現代、ヨーロッパ・アメリカ・アフリ
カ・アジアと広範囲にわたります（「授業内容」参照）。

（コーディネーター：碇陽子・重田園江・前田更子・水戸部由枝）

授業内容
授業内容（全14回）
4月14日 イントロダクション：本講義の説明
4月21日 濱野ちひろ（京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程後期/ノンフィクションライター：文化人類学）

「ズーというセクシュアリティから他者との対等性を考える」
4月28日 丸山里美（立命館大学：社会学）

「女性ホームレス問題を考える」
5月12日 林愛美（日本学術振興会特別研究員CPD（国際競争力強化研究員）：文化人類学）

「「女子割礼」・女性器切除の今を知る：東アフリカの事例から」
5月19日 宮田りりぃ（関西大学人権問題研究室：教育社会学）

「トランスジェンダーにまつわる社会問題化の様相」
5月26日 榎本珠良（明治学院大学国際学部准教授：国際関係論）

「軍縮・軍備管理とジェンダー」
6月2日 中島満大（明治大学政治経済学部専任講師：歴史人口学・社会学）

「歴史社会学からみた子どもとジェンダー」
〈中間レポート提出〉
6月9日 横山百合子（国立歴史民族博物館名誉教授：近世社会史・幕末維新史）

「性の売買の歴史を知る」
6月16日 仮屋浩子（明治大学政治経済学部准教授：文学・演劇）

「パフォーマンスとジェンダー：社会変革を試みる芸術創造（ラテンアメリカの場合）」
6月23日 兼子歩（明治大学政治経済学部准教授：歴史学）

「「インセル」「有害な男性性」から考えるマスキュリニティ」
6月30日 藤垣裕子（東京大学大学院総合文化研究科教授：科学技術社会論）

「科学技術とジェンダー～何故D＆I（ダイバーシティ＆インクルージョン）がイノベーショ ンの推進に役立つのか」
7月7日 山岸智子（明治大学政治経済学部教授：中東研究・文化論）

「スカーフ問題の位相：イラン女性を中心に」
7月14日 石山徳子（明治大学政治経済学部教授：地理学）

「アメリカ先住民族とジェンダー/セクシュアリティ」
7月21日 ディスカッション

〈学期末レポート提出〉

履修の注意点
・レジュメ等の資料がある場合は、Oh-o! Meiji の「授業内容・資料」にて公開します。
・いくつかの講義は、zoomによるリアルタイム配信になる場合があります。その場合は教室から講義を聞きます。

準備学習の内容
新聞雑誌記事や文献等を読んで、ジェンダー／セクシュアリティに関する問題に関心を持つようにしておいてください。

教科書
教科書は特に指定しません。

参考書
授業で適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法
質疑応答やディスカッションを通じて、課題内容への理解を深める。

成績評価の方法
中間レポート（40%）と学期末レポート（60%）で成績評価します。その他、講義内容へのリアクションペーパーを平常点として加点します。

その他
・各回の講義テーマは、場合により変更になることがあります。
・授業に関する質問・意見・相談等はymitobe@meiji.ac.jp宛にお願いします。その際、必ず「学年・組・番号・氏名」をメールに記入してくだ
さい。
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科目ナンバー：（PE）IND311J

応用総合講座Ｂ【2022年度以降入学者】
応用総合講座Ⅱ【2021年度以前入学者】

2単位

1～4年次

教授 牛 山 久仁彦

授業の概要・到達目標
地方分権の時代にあって、自治体の自己決定システムとしての首長や議会の役割が重要になっている。本講座では、こうした現状をふまえ、

地域における政治・経済のキーパーソンとして活躍している自治体のトップを招き、現実の自治体行政の動きと地域の自己決定システムであ
る地域政治の実態を学ぶ。

授業内容
ゲスト講師が分担し、行財政改革や条例制定など各自治体の特徴的な取り組みや地域政治の現状について講義を行う。
毎回、自治体首長にゲスト講師としてお越しいただきます。

（春学期・火曜・3時限）

授業内容 担当講師
4月11日 牛山久仁彦 政治経済学部教授
4月18日
4月25日
5月9日
5月16日
5月23日
5月30日
6月6日
6月13日
6月20日
6月27日
7月4日
7月11日
7月18日

� 現在調整中
出講予定講師についての詳細は、
決定次第Oh-o! Meijiクラスウェブに掲載。

履修の注意点
地方自治、地域政治の基本的な知識を習得しておくことが望ましい。

準備学習の内容
地方自治、地域政治の基本的な知識を習得しておくことが望ましい。

教科書
教科書は用いない。

参考書
参考文献については、各担当者が適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
授業参加・小レポートなど、平常点と最終回に行う時間内レポートにより評価する。

その他
特になし
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科目ナンバー：（PE）IND311J

応用総合講座Ｄ【2022年度以降入学者】
応用総合講座Ⅳ【2021年度以前入学者】

2単位

1～4年次

教授 勝 悦 子

授業の概要・到達目標
本講座では、「ビジネスと市場リスク」をテーマとして、業界の専門家を招き、企業人として役に立つ金融市場に関する基本的な知識を身に

つけると共に、ビジネスにおける様々な価格変動によるリスク（市場リスク）の分析把握と管理の基本的な知識や実践を通じて、金融リテラ
シーの強化とその知識を実践的に活用する力（金融ケイパビリティ）の向上を目指すことを目的としています。

冠講座の主体である先物取引協会様のご協力で、QUICK端末を実際に皆さんに動かしてもらいます。日々のマーケットの動きを実際に体感
することができます。

授業内容
政治経済学部では3・4年次に共通応用科目として「応用総合講座」を設け、その年度の基本テーマをもとに特色ある講義を行っています。

本年度は、「ビジネスと市場リスク」をテーマとして、金利と通貨のデリバティブ取引の自主規制団体である金融先物取引業協会から専門家を
お呼びしてリスク管理の基本的な講義をビジネスの観点から行います。

金融市場・商品市場には、外国為替相場、株式相場、商品相場（原油価格、金属価格等）など、ビジネスに影響を与える不確定要素が多数
存在しています。ビジネス実務では、それら業務に予想外の損失を生じさせ、財務に影響を与える要因を「リスク」と呼び、金融市場、商品
市場における価格変動によるリスクを「市場リスク」と捉え、専任の担当者を配置し、管理をすることが一般的です。

本講義は、学生の就職先であるメーカー、商社、運輸、金融などビジネスの世界において重要な業務である価格変動に対する企業のリスク
管理に関しての基礎的な知識から、基本的な実践的対応までを学びます。また、講義では、企業が実際に行っている実践的な対応の基礎（外
国為替相場の価格変動リスクを低減する手法（ヘッジ）の実例）について、実際にQUICK端末を使ってシミュレーションゲームを行うなど貴
重な機会を提供します。

授業内容（全14回）
9月22日 ガイダンス なぜ、ビジネスで成功するために、市場リスクを管理する必要があるのか 勝 悦子、山﨑 哲夫、北村 剛志
9月29日 市場リスクの定義 山﨑 哲夫、北村 剛志
10月6日 価格変動のメカニズム（なぜ価格は変動するのか？～価格発見機能など） 山﨑 哲夫、北村 剛志
10月13日 企業ビジネスにおける市場価格変動の影響 山﨑 哲夫、北村 剛志
10月20日 個人における市場価格変動の影響 山﨑 哲夫、北村 剛志
10月27日 金融機関業務における市場価格変動の影響 山﨑 哲夫、北村 剛志
11月10日 ヘッジとスペキュレーション 山﨑 哲夫、北村 剛志
11月17日 金融商品取引・コモディティ商品取引と市場 山﨑 哲夫、北村 剛志
11月24日 市場リスクマネジメントとは 山﨑 哲夫、北村 剛志
12月1日 市場リスクマネジメント（1）疑似体験 通貨オプション・為替先物予約の概要 山﨑 哲夫、北村 剛志
12月8日 市場リスクマネジメント（2）シミュレーションゲーム、結果レビュー 山﨑 哲夫、北村 剛志
12月15日 市場リスクマネジメント（3）シミュレーションゲーム、結果レビュー 山﨑 哲夫、北村 剛志
12月22日 投資教育と金融リテラシーに関しての考察 山﨑 哲夫、北村 剛志
1月12日 講義まとめ 勝 悦子、山﨑 哲夫、北村 剛志

履修の注意点
履修教室は、メディア教室となります。一人一台PCが利用できます。

準備学習の内容
随時授業内で示します。

教科書
随時紹介します。

参考書

課題に対するフィードバックの方法
課題の後で解説を行います。

成績評価の方法
出席および、期末の定着度テストで評価します。

その他
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科目ナンバー：（PE）IND311J

応用総合講座Ｅ〔M〕【2022年度以降入学者】
応用総合講座Ⅴ〔M〕【2021年度以前入学者】

2単位

1～4年次

教授 奥 山 雅 之

授業の概要・到達目標
休廃業・解散した企業のうち、直前期の業績データが判明している企業についての集計によると、2019年において約61％の企業で当期純利益が黒字である

（中小企業庁）。また、企業の後継者不在率は約6割となっている（帝国データバンク調査）。他方、農業においても、販売農家戸数は133万戸、そのうち後継
者がいるのは65万戸と、半分に満たない状況となっている（2015年農林業センサス）。
一定程度の業績を上げながら、あるいは社会的にも意義ある事業を実施しながら、休廃業・解散に至る事業者の貴重な経営資源を散逸させないためには、意
欲ある次世代の経営者や第三者などに事業を引き継ぐ取組が重要であり、これは個別事業者の経営問題を超えて、社会問題となっている。

本講座は、こうした背景のもと、将来の後継者となる者だけでなく、地域のリーダーとして活躍したい者、地方自治体の職員、税理士やコンサルタント、
地域金融機関あるいは地域社会に密接する企業に勤務したいと考えている学生を対象に、地域社会の有形資産、地域雇用、権能、理念、自然環境、文化、規
範、ブランド、紐帯などを次の世代に引き継ぐ「社会的事業承継」を主導する「地域リーダー」としての基礎的な知識を習得を目的とする。

なお、この講座はメディア授業（オンライン併用）として開講されるため、駿河台キャンパス以外の学生もキャンパスを移動せず受講可能となっている。

授業内容
第1回：イントロダクション：なぜ今、「あとつぎ」なのか？（奥山雅之）
第2回：企業の承継問題と地域の産業発展（政治経済学部専任教授 森下正）
第3回：「あとつぎ」までの道のり（一般社団法人次世代経営協会理事長 高橋秀仁）
第4回：「あとつぎ」から「経営者」になるために（一般社団法人次世代経営協会理事長 高橋秀仁）
第5回：先代や先輩とどうつきあうか（外部講師 調整中）
第6回：伝統産業の承継（8PEACE代表 八木温子）
第7回：地域のコミュニティへの参画（政治経済学部専任准教授 藤本穣彦）
第8回：農林水産業の承継問題（農業・食品産業技術総合研究機構 澤野久美）
第9回：事業承継の実際：農林水産業を引き継ぐ（株式会社みやじ豚 宮治勇輔）
第10回：事業承継の実際：第三者の事業を引き継ぐ（企業経営者 調整中）
第11回：事業承継・地域発展プラン作成の要点（奥山雅之）
第12回：事業承継・地域発展プラン作成演習（奥山雅之）
第13回：事業承継・地域発展プランの発表（外部講師、奥山雅之）
第14回：事業承継・地域発展プランの発表（外部講師、奥山雅之）

一部の講師は現在調整中。詳細は決定次第、Oh-o!Meijiクラスウェブに掲載する。

履修の注意点
事業承継問題は、中小企業や農業者の経営課題だけでなく、政策や地域経済などの政治経済的課題、税制などの法的問題、ファミリービジネスの所有やビジ
ネス文化などの社会的問題などの複合的、学際的領域であり、多面的なアプローチが必要である。このため、日頃より、地域産業や事業承継に関する新聞記
事などに興味を持って触れておく必要がある。
また、外部から講師を招聘する講座ですので、講師への礼を失することがないように、能動的に学ぼうとする姿勢をもって、講義に真剣に向き合うことが求
められる。

準備学習の内容
ほぼ毎回、講義終了時に講師から出される課題レポートを提出期限を守ってOh-o! Meijiクラスウェブにアップすることが求められる。

教科書
とくに指定しない。

参考書
とくに指定しない。

課題に対するフィードバックの方法
レポートが提出された場合には、必要に応じて次回講義において総括的なコメントによってフィードバックする。

成績評価の方法
この講座の成績評価は、

（1）授業への参加・貢献度（平常点に加えて、クラスに向けての発言など、能動的な参加態度を授業への貢献として加点する）
（2）毎回のレポート提出状況（毎回、講師から出される課題レポートを提出期限を守ってOh-o! Meijiシステムにアップすること）
（3）最終レポート（事業承継プラン）の内容
以上の（1）（2）（3）によって総合的に評価する。
定期試験は実施しない。

その他
この講座はメディア授業（オンライン併用）として開講されるため、駿河台キャンパス以外の学生もキャンパスを移動せず受講可能となっている。
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科目ナンバー：（PE）IND311J

応用総合講座Ｆ【2022年度以降入学者】
応用総合講座Ⅵ【2022年度以降入学者】

2単位

1～4年次

准教授 藤 本 穣 彦

授業の概要・到達目標
政治経済学部では3・4年次に共通応用科目として「応用総合講座」を設け、その年度の基本テーマをもとに特色ある講義を行っています。
本年度は、「エコシステム産業」をテーマとして、行動変容と社会イノベーションを実行するチェンジメーカー（社会起業家）をお呼びして講
義を構成します。
これからの価値競争の時代には、感動や自然、関係性といったこれまで貨幣や市場で評価されてこなかった、非貨幣・非市場経済の創出が重
要となります。こうした価値創出には、豊かな思考性と豊かな心の動きが鍵となり、その源泉として、「関係性の豊かさ（自然や生態、環境と
の関係性も）」をいかに創出するかという問いがあります。本講義では、エコシステム産業＝「心産業（マインダストリー）」とし、豊かな関
係性から様々な価値を生み出す社会起業家＝「マインダストリア」の育成を目指します。友達や家族、恋人とも分かち合いたくなる、そんな
講義になるとうれしいです。
後期開講の「応用総合講座Ⅶ」との履修が望ましいです。他学部履修も可能ですので、ぜひ履修ください。

授業内容
4月14日 ガイダンス 藤本穣彦（政治経済学部准教授）
4月21日 なぜエコシステム（生態系）から新産業の創生を発想するのか？ 熊野英介（アミタホールディングス（株）会長）
4月28日 イノベーションは制約から生まれる、10年後の未来の制約条件とは？ 石田秀樹（地球村研究室代表）
5月12日 ワクワクする10年後の未来、あなたはどんな暮らしをしていたい？ 石田秀樹（地球村研究室代表）
5月19日 森でうなぎ？ 牧大介（（株）西粟倉・森の学校代表取締役）
5月26日 マインダストリアを探そう！ 藤本穣彦
6月2日 登山にイノベーションを！ICT×自然体験＝豊かな関係性 春山慶彦（アプリYAMAP開発者）
6月9日 ブロックチェーンで実現する顔の見える電力供給！ 大石英司（みんな電力（株）代表取締役）
6月16日 障害とは異彩だ！ 福祉×価値創出 松田崇弥（（株）ヘラルボニーCEO）
6月23日 食：発酵食品で予防医療を！ 関恵（（株）発酵食堂カモシカ代表取締役）
6月30日 マインダストリアとして生きる？ 藤本穣彦
7月7日 クリーンエネルギー創出から、エネルギーと暮らしの未来の関係性を考える 白鳥祐介（工学院大学教授）
7月14日 森で牧場をしながら考えた！マインダストリアが興す事業とは？ 末次貴英（アミタホールディングス（株）社長）
7月21日 マインダストリア図鑑をつくろう！ 藤本穣彦

履修の注意点
質問できる学生を育てます。対話やワークショップを中心に講義を構成します。出席は前提、発言で貢献してください。暮らし方や生き方、
働き方、ライフデザインの仕方を学びましょう。
なお、講師都合や講義の進行、受講生の履修状況等により各回の授業内容は変更の可能性があります。

準備学習の内容
事前に指示する予習と講義時のフィードバックに留意してください。

教科書
特になし。各回の講師についての予習資料をOh-o!Meijiにて配布予定です。

参考書
特になし。必要に応じて講義中に指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
対話への参加と講義への貢献 60点
最終課題 40点
＊講義の進行と課題、評価の方法は初回ガイダンスで詳細に伝えます。必ず出席してください。

その他
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科目ナンバー：（PE）IND311J

応用総合講座Ｇ【2022年度以降入学者】
応用総合講座Ⅶ【2022年度以降入学者】

2単位

1～4年次

准教授 藤 本 穣 彦

授業の概要・到達目標
政治経済学部では3・4年次に共通応用科目として「応用総合講座」を設け、その年度の基本テーマをもとに特色ある講義を行っています。
本年度は、「エコシステム産業」をテーマとして、行動変容と社会イノベーションを実行するチェンジメーカー（社会起業家）をお呼びして講
義を構成します。
これからの価値競争の時代には、感動や自然、関係性といったこれまで貨幣や市場で評価されてこなかった、非貨幣・非市場経済の創出が重
要となります。こうした価値創出には、豊かな思考性と豊かな心の動きが鍵となり、その源泉として、「関係性の豊かさ（自然や生態、環境と
の関係性も）」をいかに創出するかという問いがあります。本講義では、エコシステム産業＝「心産業（マインダストリー）」とし、豊かな関
係性から様々な価値を生み出す社会起業家＝「マインダストリア」の育成を目指します。友達や家族、恋人とも分かち合いたくなる、そんな
講義になるとうれしいです。
前期開講の「応用総合講座Ⅵ」との履修が望ましいです。他学部履修も可能ですので、ぜひ履修ください。

授業内容
日程 テーマ 講師氏名（所属）
9月22日 ガイダンス 藤本穣彦（政治経済学部准教授）
9月29日 エコシステム社会のビジネスづくりとは？ 熊野英介（アミタホールディングス（株）会長）
10月6日 ネイチャーテクノロジーに学ぶ豊かなライフスタイルのつくり方 石田秀樹（地球村研究室代表）
10月13日 未来デザインの思考法を学ぶ 石田秀樹（地球村研究室代表）
10月20日 起業家育成のプロに学ぶ、学生視点を活かしたビジネスアイデアの発想・プランニング

新村和大（起業家育成コミュニティStartup Leadership Program代表理事）
10月27日 マインダストリアに学ぶ事業づくり 田口一成（（株）ボーダレスジャパン代表取締役）
11月10日 森・里・海・命めぐるまち、南三陸町の復興物語 太齋彰浩（サステイナビリティセンター代表理事）
11月17日 マインダストリアとして生きるビジョン！ 藤本穣彦
11月24日 川は、森は、地域は、命は誰のものか？ 占部まり（医師）
12月1日 命の根っこが輝く、森のようちえん 岡本麻友子（ウィズ・ナチュラ代表）
12月8日 命を育むリハビリファーム 新藤悠子（紫欄会光ヶ丘病院・医師）
12月15日 命を手にとる人を世界に育てる 増田智里（国連人口基金・国際助産師）
12月22日 マインダストリアになれそうかなあ？ 藤本穣彦
1月12日 マイ・マインダストリー・ビジネスプラン 藤本穣彦

履修の注意点
質問できる学生を育てます。対話やワークショップを中心に講義を構成します。出席は前提、発言で貢献してください。暮らし方や生き方、
働き方、ライフデザインの仕方を学びましょう。
なお、講師都合や講義の進行、受講生の履修状況等により各回の授業内容は変更の可能性があります。

準備学習の内容
事前に指示する予習と講義時のフィードバックに留意してください。

教科書
特になし。各回の講師についての予習資料をOh-o!Meijiにて配布予定です。

参考書
特になし。必要に応じて講義中に指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
対話への参加と講義への貢献 60点
最終課題 40点
＊講義の進行と課題、評価の方法は初回ガイダンスで詳細に伝えます。必ず出席してください。

その他
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科目ナンバー：（PE）ABR111J

海外留学演習【タイ】
1単位

1～4年次

教授 小早川 周 司

授業の概要・到達目標
本演習は、東南アジア等、アジアで活躍できる「グローバル人材」の育成を目

指して夏休みに実施される「タイ短期留学プログラム」の前半部分に該当する。
このプログラムは、タイ協定校での特別講義に加えて、在タイ日系企業／日本・
タイ政府関連施設／国際機関等の訪問、フィールドワーク、Joint Workshop、協
定校学生との国際交流などが組み込まれた幅広い内容となっている。このプログ
ラムを通じ、英語力の向上のみならず、日本を含むアジア地域全体へ視野を広げ、
新たな知見を得て、帰国後の学習に活かすとともに、自分自身の将来に向けたビ
ジョンを描けるようになってもらいたい。

授業内容
[1] 事前講座（渡航前）〔2コマ〕

事前講座においては、プログラム内容や目的、留意事項等を確認するととも
に、現地で受講する特別講義の準備として、タイの政治・経済・社会の基礎につ
いて学び、タイを含むアジア地域の様々な問題について視野を広げる。また、参
加学生が事前課題として読んできたタイに関する文献をもとに、小グループに分
かれてそれぞれ関心のあるテーマでディスカッションを行う。可能であれば、共
同研究についても話を進める。
[2] タイ短期留学プログラム（現地研修：1コマ＝1.5時間換算）

①初級タイ語講座〔2コマ〕
②タイの政治・経済・社会・歴史・文化などをテーマとするタイ協定校での特

別講義〔10コマ〕
③日本・タイ政府関連施設／国際機関等の訪問〔8コマ分〕
④在タイ日系企業（ロジャナ工業団地）視察〔3コマ分、事前準備・事後

Feedback 2コマ分〕
⑤フィールドワーク：バンコク市内〔2コマ分、事前準備・事後Feedback 2コ

マ分〕
⑥共同研究および研究発表（プレゼンテーション）の準備〔4コマ分〕
⑦史跡等の見学〔4コマ分〕
⑧現地学生との交流活動

※視察・訪問先の都合により変更の可能性あり。（コマ数の記載は、プログラムの
時間配分を大まかに把握するためのもので、通常の授業時間とは異なります。）

履修の注意点
「タイ短期留学プログラム」への参加にあたっては、応募書類と面接による選考

がある（募集人数は約20名）。応募資格・応募方法・応募書類等については、春学
期初めに公開される＜募集要項＞を参照すること。なお、渡航前の事前講座への
出席、および帰国後の最終レポートの提出（英語／日本語どちらでも可）と
TOEIC（IP）テストの受験が必須となっている。とくに、最終課題の提出がない
場合、単位認定がなされない点に注意すること。

準備学習の内容
準備として、渡航前に可能な限り英語力（4技能すべて）を伸ばしておくこと

が肝要となるが、英語力以外にも、タイ（東南アジア）の政治・経済・社会・歴
史等の基礎知識がなければ、講義内容を十分理解することは難しい。したがって、
提示された参考文献の中から何冊か読んで、専門用語の意味内容を掴んでおく必
要がある。また、現地では、インターネット上で資料や統計データを収集しなけ
ればならないので、ノートパソコンの操作などにも慣れておき、Word・Excel・
プレゼンテーション資料作成ソフト等の使い方もマスターしておくことが望まし
い。

なお、政治経済学部の国際交流学生委員会（The Supporters）への参加等を通
じて、積極的に国際交流の機会を得られるようにすると、よい事前準備となるだ
ろう。

教科書
特になし

参考書
『入門 東南アジア近現代史』岩崎育夫著、（講談社、2017年）
『東南アジア現代政治入門（改訂版）』清水一史/田村慶子/横山豪志編著、（ミネル
ヴァ書房、2018年）

『消費するアジア─新興国市場の可能性と不安』大泉啓一郎著、（中央公論新社、
2011年）

『タイの基礎知識（アジアの基礎知識）』柿崎一郎著、（めこん、2016年）
『タイ 中進国の模索』末廣昭著、（岩波書店、2009年）
※その他、必要に応じて参考文献を提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（事前講座を含む）当該プログラムへの取り組み60％、共同研究のプレゼンテー

ション20％、最終レポート20％
※プログラム前半・後半を合わせて、総合的に評価する。

その他
過去の共同研究テーマ（例）：タイの立憲君主制、軍事政権（民主化）、地域間

格差、貧困（スラム）、中所得国の罠（経済成長／経済発展）、タイにおける日系
企業の活動、GVC（Global Value Chain）、少子高齢化、日・タイの教育制度比較
など。

科目ナンバー：（PE）ABR111J

海外留学演習【タイ】
1単位

1～4年次

特任講師 デヴェラ、ローナヴェリア L.

授業の概要・到達目標
本演習は、東南アジア等、アジアで活躍できる「グローバル人材」の育成を目指

して夏休みに実施される「タイ短期留学プログラム」の後半部分に該当する。この
プログラムは、タイ協定校での特別講義に加えて、在タイ日系企業／日本・タイ政
府関連施設／国際機関等の訪問、フィールドワーク、Joint Workshop、協定校学生
との国際交流などが組み込まれた幅広い内容となっている。このプログラムを通じ、
英語力の向上のみならず、日本とタイを含むアジア地域全体へ視野を広げ、新たな
知見を得て、帰国後の学習に活かすとともに、自分自身の将来に向けたビジョンを
描けるようになってもらいたい。

授業内容
[1] 事前講座（渡航前）〔2コマ〕

事前講座においては、英語で行われる部分の多い本プログラムで十分な成果を得
るための様々な準備（英語による異文化間コミュニケーション、英語力を向上させ
るための実践的な方法と戦略、タイの文化に関する基本的な知識と理解、タイの政
治・経済に関する専門用語（technical terms）、情報収集・整理法、ディスカッショ
ン・質問の仕方、チームビルディング等の学習）を行う。さらに、アジアの政治・
経済・社会に関する英字新聞からの記事を用いて、小グループに分かれて英語での
ディスカッションを行う。
[2] タイ短期留学プログラム（現地研修：1コマ＝1.5時間換算）

①初級タイ語講座〔2コマ〕
②タイの政治・経済・社会・歴史・文化などをテーマとするタイ協定校での特別

講義〔10コマ〕
③日本・タイ政府関連施設／国際機関等の訪問〔8コマ分〕
④在タイ日系企業（ロジャナ工業団地）視察〔3コマ分、事前準備・事後

Feedback 2コマ分〕
⑤フィールドワーク：バンコク市内〔2コマ分、事前準備・事後Feedback 2コマ

分〕
⑥共同研究および研究発表（プレゼンテーション）の準備〔4コマ分〕
⑦史跡等の見学〔4コマ分〕
⑧現地学生との交流活動

※視察・訪問先の都合により変更の可能性あり。（コマ数の記載は、プログラムの時
間配分を大まかに把握するためのもので、通常の授業時間とは異なります。）

履修の注意点
「タイ短期留学プログラム」への参加にあたっては、応募書類と面接による選考が

ある（募集人数は約20名）。応募資格・応募方法・応募書類等については、春学期初
めに公開される＜募集要項＞を参照すること。なお、渡航前の事前講座への出席、
および帰国後の最終レポートの提出（英語／日本語どちらでも可）とTOEIC（IP）
テストの受験が必須となっている。とくに、最終レポートの提出がない場合、単位
認定がなされない点に注意すること。

準備学習の内容
準備として、渡航前に可能な限り英語力（4技能すべて）を伸ばしておくことが

肝要となるが、英語力以外にも、タイ（東南アジア）の政治・経済・社会・歴史等
の基礎知識がなければ、講義内容を十分理解することは難しい。したがって、提示
された参考文献の中から何冊か読んで、専門用語の意味内容を掴んでおく必要があ
る。また、現地では、インターネット上で資料や統計データを収集しなければなら
ないので、パソコンの操作などにも慣れておき、Word・Excel・プレゼンテーショ
ン資料作成ソフト等の使い方もマスターしておくことが望ましい。

なお、政治経済学部の国際交流学生委員会（The Supporters）への参加等を通じ
て、積極的に国際交流の機会を得られるようにすると、よい事前準備となるだろう。

教科書
特にありませんが、新聞・テレビ・インターネットその他のメディアを通して、

タイに関連する情報を読んでメモを取り、収集することを習慣づけてください。

参考書
『入門 東南アジア近現代史』岩崎育夫著、（講談社、2017年）
『東南アジア現代政治入門（改訂版）』清水一史/田村慶子/横山豪志編著、（ミネル
ヴァ書房、2018年）

『消費するアジア─新興国市場の可能性と不安』大泉啓一郎著、（中央公論新社、
2011年）

『タイの基礎知識（アジアの基礎知識）』柿崎一郎著、（めこん、2016年）
『タイ 中進国の模索』末廣昭著、（岩波書店、2009年）
※その他、必要に応じて参考文献を提示する。
※その他、必要に応じて参考文献を提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（事前講座を含む）当該プログラムへの取り組み60％、共同研究のプレゼンテー

ション20％、最終レポート20％
※プログラム前半・後半を合わせて、総合的に評価する。

その他
※ 短期留学を経てから長期留学へ挑戦する学生も多いことから、このプログラム
は、長期留学へ向けた準備（基礎作り）としても位置付けることができます。
※ 過去の共同研究テーマ（例）：タイの立憲君主制、軍事政権（民主化）、地域間格
差、貧困（スラム）、中所得国の罠（経済成長／経済発展）、タイにおける日系企業
の活動、GVC（Global Value Chain）、少子高齢化、日・タイの教育制度比較など。
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科目ナンバー：（PE）ABR111J

海外留学演習【ベトナム】
1単位

1～4年次

特任講師 デヴェラ、ローナヴェリア L.

授業の概要・到達目標
本演習は、東南アジア等、アジアで活躍できる「グローバル人材」の育成を目

指して春休みに実施される「ベトナム短期留学プログラム」の前半部分に該当す
る。このプログラムは、ベトナム協定校での特別講義に加えて、在ベトナム日系
企業や政府関連施設等の訪問、史跡等の見学、ベトナムの研究機関でのプレゼン
テーション、協定校学生との国際交流などが組み込まれた幅広い内容となってい
る。このプログラムを通じ、英語力の向上のみならず、日本を含むアジア地域全
体へ視野を広げ、新たな知見を得て、帰国後の学習に活かすとともに、自分自身
の将来に向けたビジョンを描けるようになってもらいたい。

授業内容
[1] 事前講座（渡航前）〔2コマ〕

本事前講座においては、現地で受講する特別講義の準備として、ベトナムの政
治・経済・社会・文化を学ぶために必要な基礎学力を英語で指導し、ベトナムに
対する知識と理解を深めてもらいます。参加学生は、課題や教室活動を通じて、
ベトナムの授業に必要な英語力を磨くことができます。政治・経済・社会・文化
をテーマに、ニュースのデータ収集し、意見交換やプレゼンテーションなどの個
人ワークやグループワークを行い、各自が興味のあるトピックについて発表と
ディスカッションを行う予定です。リサーチやプレゼンテーションの基本的な方
法についての指導も行います。さらに異文化交流のため、異文化コミュニケー
ションにおける必須のスキルも学びます。語練習のため、授業中にレッスンは英
語で行います。
[2] ベトナム短期留学プログラム（現地研修：1コマ＝1.5時間換算）

①特別講義（ベトナムの政治・社会・経済・歴史・文化・国際関係など）〔8コ
マ〕

②初級ベトナム語講座〔3コマ〕
③引率教員によるプレゼンテーション指導〔3コマ分〕
④現地学生との交流活動〔3コマ〕
⑤在ベトナム日系企業視察〔1コマ分〕
⑥日本政府関連施設・機関等の訪問〔2コマ分〕
⑦史跡等の見学〔9コマ分〕

⑧現地研究機関でのプレゼンテーションおよび研究者との交流〔3コマ分〕
※視察・訪問先の都合により変更の可能性あり。

履修の注意点
「ベトナム短期留学プログラム」への参加にあたっては、応募書類と面接による

選考がある（募集人数は約20名）。応募資格・応募方法・応募書類等については、
秋学期初めに公開される＜募集要項＞を参照すること。なお、渡航前の事前講座
への出席、および帰国後の最終レポートの提出とTOEIC（IP）テストの受験が必
須となっている。とくに、最終レポートの提出がない場合、単位認定がなされな
い点に注意すること。

準備学習の内容
準備として、渡航前に可能な限り英語力（4技能すべて）を伸ばしておくこと

が肝要となるが、英語力以外にも、ベトナム（東南アジア）の政治・経済・社
会・歴史等の基礎知識がなければ、講義内容を十分理解することは難しい。した
がって、提示された参考文献の中から何冊か読んで、専門用語の意味内容を掴ん
でおく必要がある。また、現地では、インターネット上で資料や統計データを収
集しなければならないので、文書作成・表計算・プレゼンテーションソフト等の
使い方もマスターしておくことが望ましい。

なお、政治経済学部の国際交流学生委員会（The Supporters）への参加等を通
じて、積極的に国際交流の機会を得られるようにすると、よい事前準備となるだ
ろう。

教科書
特になし

参考書
古田元夫『ベトナムの基礎知識』めこん、2017年
岩崎育夫『入門 東南アジア近現代史』講談社、2017年
清水一史ほか編『東南アジア現代政治入門』〔改訂版〕ミネルヴァ書房、2018年
遠藤環ほか編『現代アジア経済論──「アジアの世紀」を学ぶ』有斐閣、2018年
山田満、苅込俊二【編著】『アジアダイナミズムとベトナムの経済発展』文眞堂、
2020年）
※その他、必要に応じて参考文献を提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（事前講座を含む）当該プログラムへの取り組み（70％）および最終レポート

（30％）。
※プログラム前半・後半を合わせて、総合的に評価する。

その他
※ 短期留学を経てから長期留学へ挑戦する学生も多いことから、このプログラム
は、長期留学へ向けた準備（基礎作り）としても位置付けることができる。
※ 受講する学生は新聞・テレビ・インターネットその他のメディアを通して、ベ
トナムに関連する情報を読んでメモを取り、収集することを習慣づけてください。

科目ナンバー：（PE）ABR111J

海外留学演習【ベトナム】
1単位

1～4年次

講師 齋 藤 雅 己

授業の概要・到達目標
本演習は、東南アジア等、アジアで活躍できる「グローバル人材」の育成を

目指して春休みに実施される「ベトナム短期留学プログラム」の後半部分に該
当する。このプログラムは、ベトナム協定校での特別講義に加えて、在ベトナ
ム日系企業や政府関連施設等の訪問、史跡等の見学、ベトナムの研究機関での
プレゼンテーション、協定校学生との国際交流などが組み込まれた幅広い内容
となっている。このプログラムを通じ、英語力の向上のみならず、日本を含む
アジア地域全体へ視野を広げ、新たな知見を得て、帰国後の学習に活かすとと
もに、自分自身の将来に向けたビジョンを描けるようになってもらいたい。

授業内容
[1] 事前講座（渡航前）〔2コマ〕

事前講座においては、現地で受講する特別講義の準備として、ベトナムの政
治・経済・社会の基礎について学ぶとともに、ベトナムを含むアジア地域の
様々な問題について視野を広げる。また、参加学生が事前課題として読んでき
たベトナムに関する文献をもとに、小グループに分かれてそれぞれ関心のある
テーマでディスカッションを行う。リサーチやプレゼンテーションの基本的な
方法についての指導も行う。
[2] ベトナム短期留学プログラム（現地研修：1コマ＝1.5時間換算）

①特別講義（ベトナムの政治・社会・経済・歴史・文化・国際関係など）〔8
コマ〕

②引率教員によるプレゼンテーション指導〔3コマ分〕
③現地学生との交流活動〔3コマ〕
④在ベトナム日系企業視察〔1コマ分〕
⑤日本政府関連施設・機関等の訪問〔2コマ分〕
⑥史跡等の見学〔9コマ分〕
⑦現地研究機関でのプレゼンテーションおよび研究者との交流〔3コマ分〕
※視察・訪問先の都合により変更の可能性あり。

履修の注意点
「ベトナム短期留学プログラム」への参加にあたっては、応募書類と面接によ

る選考がある（募集人数は約20名）。応募資格・応募方法・応募書類等について
は、秋学期初めに公開される＜募集要項＞を参照すること。なお、渡航前の事
前講座への出席、および帰国後の最終レポートの提出とTOEIC（IP）テストの
受験が必須となっている。とくに、最終課題の提出がない場合、単位認定がな
されない点に注意すること。

準備学習の内容
準備として、渡航前に可能な限り英語力（4技能すべて）を伸ばしておくこ

とが肝要となるが、英語力以外にも、ベトナム（東南アジア）の政治・経済・
社会・歴史等の基礎知識がなければ、講義内容を十分理解することは難しい。
したがって、提示された参考文献の中から何冊か読んで、専門用語の意味内容
を掴んでおく必要がある。また、現地では、インターネット上で資料や統計
データを収集しなければならないので、文書作成・表計算・プレゼンテーショ
ンソフト等の使い方もマスターしておくことが望ましい。

なお、政治経済学部の国際交流学生委員会（The Supporters）への参加等を
通じて、積極的に国際交流の機会を得られるようにすると、よい事前準備とな
るだろう。

教科書
特になし

参考書
古田元夫『ベトナムの基礎知識』めこん、2017年
岩崎育夫『入門 東南アジア近現代史』講談社、2017年
清水一史ほか編『東南アジア現代政治入門』〔改訂版〕ミネルヴァ書房、2018年
遠藤環ほか編『現代アジア経済論──「アジアの世紀」を学ぶ』有斐閣、2018
年
山田満、苅込俊二【編著】『アジアダイナミズムとベトナムの経済発展』文眞
堂、2020年）
※その他、必要に応じて参考文献を提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
（事前講座を含む）当該プログラムへの取り組み（70％）および最終レポート

（30％）。
※プログラム前半・後半を合わせて、総合的に評価する。

その他
短期留学を経てから長期留学へ挑戦する学生も多いことから、このプログラ

ムは、長期留学へ向けた準備（基礎作り）としても位置付けることができる。
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科目ナンバー：（PE）INS315J

社会実習
2単位

1～4年次

授業の概要・到達目標
学部が認定する機関で，ボランティア制度を利用し，在学中にボランティア体験を行う。公共部門，民間部門，NPO など，ボランティア活

動に参加することによって，視野を広めてもらいたい。

授業内容
公共部門，民間部門，NPO など，ボランティア活動に一定期間参加すること。

履修の注意点
ガイダンスに出席し，「社会実習（ボランティア活動）単位認定制度の概要」について説明を受ける事。

準備学習の内容
特になし

教科書
特になし

参考書
特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
所定の手続きにより単位を認定する。成績は，合格・不合格のどちらかである。

【認定条件】
活動時間合計80 時間以上で認定する。
①ボランティア受入機関から活動期間及び活動事項の認定を得ること。
②ボランティア活動報告書を提出すること。

その他
社会実習の2単位は，履修登録時に「卒業に必要な単位数」に含めることはできない。したがって，履修制限単位数には含めずに「卒業単

位外」として履修することができる。
なお，1～3年次に修得した単位を「卒業に必要な単位数」に含めることを希望する場合は，単位を修得した次年度の履修登録期間に所定

の届出用紙にて申請すれば，「その他の応用科目」として単位認定される。（この場合，新規履修単位として扱わない。）
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科目ナンバー：（PE）ARS191J

日本事情Ａ【2017年度以降入学者】
日本事情ⅠA【2016年度以前入学者】

2単位

1・2年次

講師 永 川 聡

授業の概要・到達目標
この授業は、留学生およびこれから留学を希望している学生（こちらは政治経済学部に限る）を対象としています。日本の歴史や文化から

政治や経済にいたるまで、日本に関するさまざまなテーマについて、政治経済学部ならではの多彩な講師陣によって展開されます。留学生に
とっては、日本に関する多様な知識を得る機会となるとともに、海外留学を希望する一般の学生にとっても、留学先で日本を紹介するために
有用な知識の獲得につながることでしょう。

授業内容
第1回 イントロダクション（永川 聡）
第2回 日本の伝統遊戯を学ぶ（後藤光将）
第3回 明治日本の対外観（廣部 泉）
第4回 東アジアの近代と外来語の交流（本間次彦）
第5回 （仮屋浩子）
第6回 （加藤言人）
第7回 日本の政治制度─衆院総選挙の仕組みを中心に─
第8回 イエモトモデルから見る日本の社会構造（小西德應）
第9回 日本の報道機関、マス・メディア（水野剛也）
第10回 日本の財政（倉地真太郎）
第11回 日本の農村（小早川周司）
第12回 日本の人口と家族（中島満大）
第13回 日本の老舗と地域産業（奥山雅之）
第14回 日本の中小企業の経営特質（森下 正）

履修の注意点
定員は100名で、上記のように留学生と留学を希望する学生のための授業なので、次のような履修条件が設定されています。留学生は、春学

期に履修登録を行う場合、優先的に登録されます。一般の学生は秋学期の抽選期間にエントリーを行うことができます。ただし「留学を希望
する学生」を対象としているため、一般の学生は、短期留学派遣最低基準のTOEICスコア550点以上を取得している必要があります。なお、留
学生でも、秋学期に登録を行う場合には、一般の学生と同様の期間と条件になりますので注意してください。

準備学習の内容
予めOh-o! Meijiを通じて予習課題が指定された場合は、必ず予習を行ってください。また回によっては意見の発表や、グループワークが課

される場合もあるので、そのような場合には積極的に参加するように心がけてください。復習課題が課される場合も同様に、丹念に復習を行
い、提出課題がある場合には必ず期限内に提出するようにしてください。

教科書
特になし。

参考書
授業中に適宜紹介の予定。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
原則として毎時間終了時にリアクションペーパーの提出が求められます。各回のリアクションペーパーが担当教員によって採点され、最終

的に集計された結果が期末評価となります。

その他
特になし。
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科目ナンバー：COENV191J

日本事情B〔留学生対象〕
2単位

1・2年次

教授 森 永 由 紀

授業の概要・到達目標
本授業では留学生を対象に，日本事情を自然環境や公害問題の面から講義する。

あわせて受講生は，自国の自然や環境問題について日本と比較しながら紹介する。

到達目標は，日本の自然を理解すると共に日本の自然の楽しみ方を知り，かつ自然災害から身を守る方法を学ぶ。また，日本の公害経験を
学び，自国でそれらを役立てる方法を模索する。

授業内容
第1回 1．はじめに 1）なぜ日本の自然や公害経験を学ぶのか
第2回 2）受講生による自国の自然の紹介
第3回 2．日本の自然の恵みと脅威 1）地震
第4回 2）火山噴火
第5回 3）水害・雪害
第6回 4）「3.11」 地震・津波
第7回 5）原発事故
第8回 3．防災対策 1）ハザードマップ
第9回 2）「釜石の奇跡」
第10回 4．日本の公害 1）足尾鉱毒事件
第11回 2）水俣病
第12回 3）アスベスト
第13回 5．日本の自然と文化（和食と日本の自然など）
第14回 6．まとめ

履修の注意点
留学生が対象である。
授業内容はあくまでも予定であり，進捗状況などによって変更になることがある。

準備学習の内容
適宜課題を出すので，必ず期日までに用意する。

教科書
なし

参考書
適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
毎回の出欠および授業への参加度（30％），課題やレポート（70％）

その他
特になし
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科目ナンバー：BAIND111J

日本事情C〔留学生対象〕
2単位

1・2年次

教授 菊 地 端 夫

授業の概要・到達目標
本講義は，明治大学で学ぶ留学生（交換留学生を含む）と，これから留学を検討している学生（こちらは経営学部に限る）を対象と，日本

の社会の仕組みや経済，企業の経営やマーケティング，働き方の特徴など，日本に関する多様なテーマについて，留学生とこれから留学を検
討している学生（主に日本人学生を想定しているが，他大学での交換留学を希望する留学生も当然歓迎する）の間での議論とグループ学習を
通じて，日本に関する多様な知識を得るとともに，そういった日本の特徴を国際比較の観点から把握する視野を養うことを目的としている。

授業内容
第1回：イントロダクション：日本社会の“常識”と“非常識”の間
第2回：当世若者事情の国際比較
第3回：コミュニケーションのハイ・ロー・コンテクスト
第4回：グループ学習①
第5回：グループ学習②
第6回：グループ学習③
第7回：グループ学習④発表
第8回：日本社会と伝統文化，ポップカルチャー，クールジャパン？
第9回：日本の経済と「市場」としての日本の特徴
第10回：「日本的経営」の現在と日本で「働く」ということ
第11回：グループ学習⑤
第12回：グループ学習⑥
第13回：グループ学習⑦発表
第14回：まとめ講義

履修の注意点
本講義を履修できるのは留学生（交換留学生を含む）と，これから留学を検討している学生（主に日本人学生を想定しているが，他大学

での交換留学を希望する留学生も当然歓迎する。ただしこちらは経営学部に限る）です。「留学を検討している」とは，漠然とこの先に留学を
考えている程度で構いませんが，日本に関してよりバランスある理解に興味がある学生の履修をお勧めします。講義は学生同士のグループ学
習が中心となるので，履修者数を最大20名程度で想定しています。

準備学習の内容
毎回，異なるテーマをとりあげるので，受講生は事前にそのテーマについて参考文献等を用いて下調べをしておく必要がある。また，グ

ループ学習は授業時間外にも必要に応じて実施してもらう。

教科書
使用しない。

参考書
以下をはじめ，講義内で紹介をする。

ジェームス・アベグレン，山岡洋一訳（2004）『日本の経営 新訳版』日本経済新聞出版
ドナルド・キーン（2018）『日本人の質問』朝日文庫
清水義範（1995）『スシとニンジャ』講談社文庫
谷崎潤一郎（1995）『陰翳礼讃』中公文庫
ロナルド・ドーア（2006）『誰のための会社にするか』岩波新書
中根千枝（1967）『タテ社会の人間関係』講談社現代新書
マーク・ピーターセン（1988）『日本人の英語』岩波新書
本田由紀（2021）『「日本」ってどんな国? ──国際比較データで社会が見えてくる』ちくまプリマー新書
エリン・メイヤー，樋口武志訳（2015）『異文化理解力 ─ 相手と自分の真意がわかる』英治出版
山本七平（2018）『「空気」の研究』文春文庫

課題に対するフィードバックの方法
提出レポートは全体講評を行う。

成績評価の方法
定期試験は実施しない。本講義の特性上，グループでの討議や発表の準備などが多くなるため，毎回の授業での参加度（60％），レポート

（40％）で評価を実施する。

その他
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科目ナンバー：PEIND111J

共通総合講座Ⅰ・Ⅱ
2単位

1～4年次

授業の概要・到達目標
本学では、学部の枠を超え、学術的で魅力ある講座を「全学共通総合講座」として、以下の通り各キャンパスで開講している。

授業内容
【春学期開講】
人権って何？築くちから、気づくこころ 金 4
アート・オブ・物流 金 4
環境と政治・経済・社会Ⅰ 木 5
アジア国際秩序の軍事再編と武器移転の連鎖 火 2
ローカル・スタンダードをデザインする（環境人文学Ⅰ） 水 4
図書館活用法 ※メディア授業科目 火 4
自治労寄付講座「地方自治体の仕事と労働組合」 木 3

【秋学期開講】
東京土地家屋調査士会寄付講座
「土地と建物の登記に関する講座」 火 4

明治大学の歴史Ⅱ 金 4
プルデンシャル生命保険株式会社寄付講座「営業学入門」 火 2
環境と政治・経済・社会Ⅱ 木 5
大学博物館の現場を実見する 月 2
登戸研究所から考える戦争と平和 木 2
インティマシーをデザインする（環境人文学Ⅱ） 水 4
日本企業・産業のレジリエンスとイノベーション 木 3
広告と言葉の役割

～変わりゆく社会でのコミュニケーションを考える～ 金 2

和泉キャンパス
【春学期開講】
明治大学の歴史Ⅰ 金 4
図書館活用法 ※メディア授業科目 火 3
シェイクスピアの現代的魅力 金 5

【秋学期開講】
コントラクトブリッジで学ぶ数理科学入門B 火 3
図書館活用法 ※メディア授業科目 火 3

生田キャンパス
【春学期開講】
登戸研究所から考える戦争と平和 木 2
明治大学の歴史Ⅰ 金 4

【秋学期開講】
先端医療概論 水 5
図書館活用法 ※メディア授業科目 金 4

中野キャンパス
【春学期開講】
コントラクトブリッジで学ぶ数理科学入門A 火 3
明治大学の歴史Ⅰ 金 4

【秋学期開講】
ダイバーシティ＆インクルージョンと日本社会 火 3

開講キャンパス なし
【春学期開講】
データサイエンスAI概論※メディア授業科目

【秋学期開講】
現代の数学・数理科学研究の世界※メディア授業科目

履修の注意点
各講座の授業内容、テキスト、成績評価の方法等は、「2023年度全学共通総合講座シラバス」ホームページから閲覧に掲載しています。受講す

る場合は、必ず入手してください。
政治経済学部生は、履修制限単位数等が定められているので、シラバスⅠ「履修の手引き」を参照すること。

準備学習の内容
「2023年度全学共通総合講座シラバス」を参照のこと。

教科書
「2023年度全学共通総合講座シラバス」を参照のこと。

参考書
「2023年度全学共通総合講座シラバス」を参照のこと。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
「2023年度全学共通総合講座シラバス」を参照のこと。

その他
「2023年度全学共通総合講座シラバス」を参照のこと。
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科目ナンバー：（PE）POL391E

Top School Seminar（Politics）Ｂ【2022年度以降入学者】
政治学特殊講義Ⅱ【2021年度以前入学者】

単位

1～4年次

客員准教授 トラン カン グエン

授業の概要・到達目標
Title: The world politics in globalization and the Southeast Asian
region
Content:
This course provides students an understanding of globalization and
the Southeast Asia region, focusing on aspects of international relations,
politics and culture. The course also provides students the knowledge of
Southeast Asian region, the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) and Vietnam as an active member.
The course objectives are: Students have a background in world’s
politics, Southeast Asian politics and international relations in the
context of globalization.
Students could also have an understanding of Vietnam in the political -
economic and cultural spheres.

授業内容
Lecture 1: Overview of the course.
Lecture 2: Globalisation as the world’s modern context: concepts and
approaches.
Lecture 3: Globalization and the historical approach. The case study of
South East Asian region.
Lecture 4: Globalization and the economic dimension. The case
study of South East Asian region.
Lecture 5: Globalization and the political dimension: States, National
and Global Politics. The case study of South East Asian region.
Lecture 6: Globalization and the cultural dimension: the global culture
vs. local culture. The case study of South East Asian region.
Lecture 7: Globalization and the ecological dimension. The case
study of South East Asian region.
Lecture 8: Globalization and the Ideological debate. The case study of
South East Asian region.
Lecture 9: Globalization and the world’s power. The case study of
South East Asian region.
Lecture 10: Globalization and Intercultural Communication. The
case study of South East Asian region.
Lecture 11: Southeast Asia region and ASEAN in the process of
globalization.
Lecture 12: Southeast Asian Region: Challenges of Building a Mature
Political and Security Community in the process of globalization.
Lecture 13: Vietnam in globalization and in ASEAN.
Lecture 14: Final exam

履修の注意点
Students of all levels of English are welcome. Classes will be conducted
in English; both exams will be in English.q

準備学習の内容
Please complete assigned readings before each class.

教科書
There is a course reader.
Manfred B. Steger (2020). Globalisation. Oxford University Press.
Kishore Mahbubani & Jeffery Sng (2018). 〈i〉The ASEAN Miracle_
A catalyst for peace.〈/i〉 Oxford University Press.

参考書
Please bring the course reader and an English dictionary to each class.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
i. Class attendance/participation = 20%
ii. Midsemester Exam = 30%
iii. Final exam = 50%

その他

科目ナンバー：（PE）POL391E

Top School Seminar（Politics）D【2022年度以降入学者】
政治学特殊講義Ⅳ【2021年度以前入学者】

単位

1～4年次

客員教授 ｵｯﾄｿﾝ ｲﾝｹﾞﾏﾙ ﾕﾝｸﾞｳﾞｪ ﾙｰﾈ

授業の概要・到達目標
This course aims at overviewing and analyzing the welfare state as
an historical and societal phenomenon. There will be a special
emphasis on its development in the Scandinavian countries, i.e.
Sweden, Denmark, Norway, Finland, and Iceland.
The course objectives are:
1. a widened view of the concept of “welfare state”
2. a deeper insight into the North European societies past and
present

授業内容
Lecture 1: Course introduction. “Welfare state” ‒ contending
definitions of a concept
Lecture 2: The human quest for a good life and the origins of welfare
policies
Lecture 3: Early welfare models ‒ Germany and Britain
Lecture 4: Scandinavian culture and history at a glance
Lecture 5: Industry and popular movements in Scandinavia
Lecture 6: Democracy, economic crisis and World War II
Lecture 7: The classical age of the Scandinavian welfare states
Lecture 8: Expansion and emerging problems after 1970
Lecture 9: Criticism and the Neo-Liberal challenge
Lecture 10:Scandinavian welfare states today
Lecture 11: The future of the welfare model
Lecture 12: The Scandinavian states seen from Japan
Lecture 13: Sweden/Japan: contrasting national experiences
Lecture 14: Final exam

履修の注意点
Students of all levels of English are welcome. Classes and the final
exam will be conducted in English

準備学習の内容
Please complete assigned readings before each class.

教科書
Mary Hilson, The Nordic Model. Scandinavia Since 1945. London
2008, reprinted 2011 (234 pp.)
David Garland, The Welfare State. Oxford 2016 (147 pp.)

参考書
Please bring the course readers and an English dictionary to each
class.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
i. Class attendance/participation = 35%
ii. Final exam = 65%

その他
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科目ナンバー：（PE）POL391E

Top School Seminar（Politics）F【2022年度以降入学者】
政治学特殊講義Ⅵ【2021年度以前入学者】

単位

1～4年次

客員准教授 ワトソン、ヴァージニア

授業の概要・到達目標
Title: The Asia-Pacific region in the world today
Contents: This course will examine the most important trends in the
Asia- Pacific region today. It will explore the technological,
geopolitical, economic, socio-cultural and military dimensions that
define the region’s strategic place in the world.
Course Objective: To develop a better understanding of the Asia-
Pacific region.

授業内容
Lecture 1: Introduction
Lecture 2: Of Systems and Complexity
Lecture 3: Framing Our Analysis
Lecture 4: Southeast Asia I (Quiz #1)
Lecture 5: Southeast Asia II
Lecture 6: South Asia I
Lecture 7: South Asia II
Lecture 8: Midterm Exams
Lecture 9: Oceania I
Lecture 10: Oceania II
Lecture 11: Northeast Asia I(Quiz #2)
Lecture 12: Northeast Asia II
Lecture 13: Bringing It All Together
Lecture 14: Final Exams

履修の注意点
Students with advanced level of English welcome. All classes &
exams in English.

準備学習の内容
Students are required to do reading assignments and participate in
class discussions.

教科書
None.

参考書
Professor will provide on-line sources for reading assignments.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
i. Class attendance/participation = 20%
ii.Quizzes = 20%
ii. Midsemester Exam = 30%
iii.Final exam = 30%

その他

科目ナンバー：（PE）ECN391E

Top School Seminar（Economics)C【2022年度以降入学者】
経済学特殊講義Ⅲ【2021年度以前入学者】

単位

1～4年次

客員教授 キム ユン キュー

授業の概要・到達目標
Title: Household Credit and Macroeconomy
Contents: Rising Household Debt has been one of the major subjects
in Economics, especially Macroeconomics since the Great Financial
crisis of 2007. This class will discuss Macroeconomic implications of
household credit and debt accumulation based on the professor’s
research program.

授業内容
Lecture 1: Course Introduction
Lecture 2: Survey of Literature 1
Lecture 3: Survey of Literature 2
Lecture 4: Consumption norm, emulation, and macro stability 1
Lecture 5: Consumption norm, emulation, and macro stability 2
Lecture 6: Consumption norm, emulation, and macro stability 3
Lecture 7: Midsemester-review
Lecture 8: Power, Labor Market, Technological change, and
Macroeconomic Stability 1
Lecture 9: Power, Labor Market, Technological change, and
Macroeconomic Stability 2
Lecture 10: Varieties of Capitalism, Institutions, Welfare System,
and Macroeconomic Stability 1
Lecture 11: Varieties of Capitalism, Institutions, Welfare System,
and Macroeconomic Stability 2
Lecture 12: Sectoral borrowing, demand regimes, and growth in
Emerging Markets 1
Lecture 13: Sectoral borrowing, demand regimes, and growth in
Emerging Markets 2
Lecture 14: Conclusion

履修の注意点
Students of all levels of English are welcome. Classes will be
conducted in English.

準備学習の内容
Please complete assigned readings before each class. Prepare any
questions you want to discuss in the class while you are reading
them.

教科書
There is a course reader.

参考書
Please bring the course reader and an English dictionary to each
class.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
i. Class attendance/participation = 80%
ii. Final short summary essay = 20%

その他
Students of all levels of study and English are welcome. Students will
get exposed to the recent research works in the subject area. You
are encouraged to talk to professor for any questions before, during,
and after the class.
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科目ナンバー：（PE）ECN391E

Top School Seminar（Economics)C【2022年度以降入学者】
経済学特殊講義Ⅲ【2021年度以前入学者】

単位

1～4年次

客員教授 ｸﾚﾏｰ ﾊｰｹﾞﾝ ﾏﾃｨｱｽ

授業の概要・到達目標
The course introduces basic concepts of inter¬national economics.
Major theories of international trade and capital flows are presented.
Students will learn to analyze current international economic
developments using standard methods of economics and recent
empirical data. This enables students to deal analytically with the
consequences and preconditions of globalization. Internatio ¬ nal
economic relations of major countries and regions are covered.
Emphasis is placed on the USA and on economic and political
integration in the European Union.
Course objectives:
1. a better understanding of the impact of international economic
relationships on businesses and the society.
2. to develop the ability to derive recommendations for corporate
strategies in global markets using the concepts and methods taught.

授業内容
Lecture 1: Course introduction: What is International Economics
about?
Lecture 2: The International Economy: Dimensions of Globalization
Lecture 3: International Economic Institutions since World War II
Lecture 4: Comparative Advantage and Gains from Trade I
Lecture 5: Comparative Advantage and Gains from Trade II
Lecture 5: Modern Trade Theory I
Lecture 7: Midsemester Exam
Lecture 8: Modern Trade Theory II
Lecture 9: Modern Trade Theory III
Lecture 10: Trade and the Balance of Payments
Lecture 11: Regional Issues in the World Economy
Lecture 12: The United States in the World Economy
Lecture 13: The European Union: Many Markets into One
Lecture 14: Final exam

履修の注意点
All students with good abilities of English are welcome. Classes will
be conducted in English; both exams will be in English.

準備学習の内容
Please complete assigned readings before each class.

教科書
Not Required

参考書
Students should bring their personal paper print-out of the lecture
slides and an English dictionary to each class. Continuous access to
the textbook is highly recommended in order to prepare for and
follow up on lectures.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
i. Class attendance/participation = 20%
ii. Midsemester Exam = 30%
iii. Final exam = 50%

その他

科目ナンバー：（PE）ECN391E

Top School Seminar（Economics)E【2022年度以降入学者】
経済学特殊講義Ⅴ【2021年度以前入学者】

単位

1～4年次

客員講師 タナミー ダナイ

授業の概要・到達目標
Title: Southeast Asian Economic Development
Contents: In this course, we will study economic development and
current economic issues of Southeast Asia. Topics include economic
development theory, sufficiency economy, measurement of
economic development, development and globalization, poverty and
income distribution, public health, population structure change and
development, migration, education and dynamic human capital
between rural and urban, environment, the overall economic
development of Southeast Asia. The course applies economic
principles to the real world, with examples and case studies from
Southeast Asian economies.

The course objectives are:
1. an understanding of basic economic development theories;
2. an analysis and application of economic development theories to
economic issues in Southeast Asia.

授業内容
Lecture 1: Course Introduction/ What Development Economics Is
All About?
Lecture 2: Overview of Southeast Asian Economies
Lecture 3: Income Distribution in Southeast Asia
Lecture 4: Poverty in Southeast Asia
Lecture 5: Public Health in Southeast Asia
Lecture 6: Inequality in Southeast Asia
Lecture 7: Midsemester Exam
Lecture 8: Environmental Problems in Southeast Asia
Lecture 9: Growth and Social Change in Southeast Asia
Lecture 10: Education in Southeast Asia
Lecture 11: Sufficiency Economy and Agricultures in Southeast Asia
Lecture 12: International Trade and Globalization
Lecture 13: China and Economic Transformation in Southeast Asia
Lecture 14: Final Exam

履修の注意点
Students of all levels of English are welcome. Classes will be
conducted in English; both exams will be in English.

準備学習の内容
Please complete assigned readings before each class.

教科書
Not Required

参考書
Michael P. Todaro and Stephen C. Smith.2020. Economic
Development (13th edition), Pearson.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
i. Class attendance/participation = 10%
ii. Midsemester Exam = 45%
iii. Final exam = 45%

その他
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科目ナンバー：（PE）ARS491E

Top School Seminar（International Cultures)A【2022年度以降入学者】
国際文化特殊講義Ⅰ【2021年度以前入学者】

単位

1～4年次

客員准教授 アティク クビライ

授業の概要・到達目標
This course aims to introduce the history and the current politics in
Central Eurasia which covers countries such as Mongolia, Central
Asian republics, China, Mongolia, and Turkey (though not
geographically within Central Eurasia). The course will begin with a
general historical background that approaches the area on a more
holistic and global manner, demonstrating to students, the
connectivity of the regional powers to each other and to the globe.
Also this will help understand the students to comprehend the
political ideologies in each of these countries all of which have a
claim to historical roots for legitimacy and supremacy. The course
will continue by introducing each subregion of Central Eurasia to
students in more detail by taking a look at their inner and foreign
policies.

授業内容
Lecture 1: Introduction
Lecture 2: Historical Background: From the Earliest Empires to the
Mongols
Lecture 3: Post-Mongol Central Eurasia and Colonialism
Lecture 4: Post-Soviet Central Eurasia, New Nations and Problems
Lecture 5: China, Belt and Road Initiative
Lecture 6: Russian Politics
Lecture 7: Chinese Politics
Lecture 8: Sino-Russian Relations：Cooperation or Rivalry ?
Lecture 9: Central Asian Politics
Lecture 10: Mongolia Between China and Russia
Lecture 11: Caucasian Politics
Lecture 12: Familiar Outsiders：Turkey, Iran, India and Pakistan
Lecture 13: Japan, Korea, USA and EU Policies in Central Eurasia
Lecture 14: Final Remarks and Final Exam
Lectures 1&2- June 20
Lecture 3- June 22
Lectures 4-5: June 27
Lecture 6: June 29
Lecture 7-8: July 4
Lecture 9: July 6
Lecture 10-11: July 11
Lecture 12: July 13
Lecture 13: July 18
Lecture 14: July 20

履修の注意点
Read the related chapters of the book alongside the recommended
articles.

準備学習の内容

教科書
Neumann, Iver B., ve Einar Wigen. The Steppe Tradition in
International Relations: Russians, Turks and European State
Building 4000 BCE‒2017 CE. Cambridge: Cambridge University
Press, 2018.q

参考書
Please bring the textbook alongside an English dictionary

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法
20% will be based on the participation while 80% will be based on the
final exam which will be in the form of a short essay in English.

その他
The medium of instruction will be English
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科目ナンバー：（PE）HIS111J

日本史概論
2単位

1年次

伊 勢 弘 志

授業の概要・到達目標
《概要》

現在の日本社会の前提になっている近現代の国際環境・社会環境を講義
する。

私たちの社会が世界の潮流と密接であることを理解するために、歴史学
と国際政治学の両分野の視角から、近代～現代とはどのような時代であっ
たのかを学習する。

現在の日本社会における社会問題・教育問題や価値観を自ら分析できる
ように日本近現代史を学習する。

《到達目標》
1.近現代とはどのような時代であるのかを知り、その理解の上に現在の日本
社会や東アジア情勢の前提が理解できる。
2.現在の教育問題・歴史認識問題などについて多面的な分析ができる。
3.「道具としての知識」を実社会や教育の現場で活用するために、「考える
力」を訓練する。その上で、「なぜ勉強をするのか？」

について自身の応えをもてる。
4.2022年度より全国の高校で開始された「歴史総合」の課題と意義・留意点
を理解できる。

授業内容
第1回：なぜ歴史を学ぶのか？‐黒船来航から考える
第2回：近代を迎える日本とアジア ‐岩倉使節団は何を見たのか？
第3回：日清戦争とアジア情勢 ‐日清戦争が世界に与えた影響とは何か？
第4回：世界史の中の日露戦争 ‐日本が変えた世界史とは何か？
第5回：第一次世界大戦と国際連盟 ‐「総力戦」から世界は何を学んだ

か？
第6回：「ワシントン体制」とは何か？ ‐「戦争違法化」の世界
第7回：満州事変と連盟脱退 世界秩序への挑戦
第8回：日本はなぜ侵略国になったのか？
第9回：なぜ原爆は2発落とされたのか？ ‐敗戦と聖断
第10回：東京裁判は何を裁いたか？ ‐日本社会の戦争観
第11回：「戦後帝国主義」の登場 ‐「55年体制」と「日米安保」とは何か？
第12回：「近代化論」とは何か？ ‐歴史小説で勉強してはダメなのか？
第13回：新自由主義の世界‐自己責任論とは何か？
第14回：日本の社会と教育

履修の注意点
知識（内容知）を獲得するだけでなく、知るための調べ方・自身の関心や
疑問を自ら解決するための知識（方法知）を獲得し、
さらに「考える力」を訓練できるよう留意すること。

準備学習の内容
＊ 教科書を必ず用意すること。

なぜ勉強をするのか？必死に考えること。

教科書
伊勢弘志『明日のための近代史‐世界史と日本史が織りなす史実』〔増補新
版〕（芙蓉書房出版、2023年）。

参考書
伊勢弘志『明日のための現代史』〔上・下巻〕（芙蓉書房出版、2021～2022
年）。

課題に対するフィードバックの方法
授業時間の前後に教室で対応する。

成績評価の方法
レポート100％（およびプラスアルファとしてのリアクションペーパーによ
る平常点）

その他
初回の授業時に成績評定や単位認定についての詳細を説明します。必ず

その内容を把握の上で履修すること。

科目ナンバー：（PE）HIS111J

日本史概論
2単位

1年次

長 沼 秀 明

授業の概要・到達目標
《授業の概要》

教職課程「教科に関する科目」（「共通講座」）として、日本史を
教えるために必要な基礎的知識を実践的に学びます。

《授業の到達目標およびテーマ》
高等学校で「日本史A」の授業を担当することを想定し、ある学

校の授業例を参考にしつつ、日本の歴史に関する基礎的な知識を学
びます。「歴史総合」「日本史探究」および中学「社会」の授業を担
当する際にも大いに役立つ内容です。

授業内容
第1回 ガイダンス、「日本史A」の目標および内容

第2回 動揺する江戸幕府─内憂外患への対応─
第3回 開国
第4回 明治維新
第5回 自由民権運動、大日本帝国憲法（その1）
第6回 自由民権運動、大日本帝国憲法（その2）
第7回 条約改正、日清戦争（その1）
第8回 条約改正、日清戦争（その2）
第9回 日露戦争
第10回 第一次世界大戦
第11回 大正・昭和初期の経済と対外関係
第12回 昭和恐慌から二・二六事件へ、戦争の時代
第13回 敗戦と占領・戦後改革、講和から高度経済成長時代へ
第14回 a．まとめ
b．試験
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
1）教職課程認定科目であることを十分に認識してください。
2）いわゆる出席点はありません。
3）授業時間は最大限に使います。

準備学習の内容
毎回、事前に指示した課題に真剣に取り組み、積極的に参加して

ください。

教科書
つぎの二冊が教科書です。二冊ともに毎回の授業で使用します。

（1）文部科学省『高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説
地理歴史編』
（2）『日本史A─現代からの歴史─』（高等学校地理歴史科用文

部科学省検定済教科書 2─東書─日A308）（東京書籍、2017年）
（本体価格610円）

※ 詳細は初回の授業で指示します。

参考書
毎回の授業のなかで紹介します。

課題に対するフィードバックの方法
授業内に授業の一環として伝えます。

成績評価の方法
定期試験の得点および毎回の授業で提出してもらう「解答票」を

総合的に判定し、厳正に行ないます。具体的な割合は、試験の得点
55％、毎回の授業の成果45％を原則とします。

その他
「Oh-o! Meijiシステム」の積極的な活用をはかります。
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科目ナンバー：（PE）HIS111J

日本史概論
2単位

1年次

綱 川 歩 美

授業の概要・到達目標
《授業の概要》
分からない言葉や物事に出会ったとき、皆さんはどのように解決し
ますか？瞬時に答えを返してくれるインターネットでしょうか。現
代においては、それも一つの解決策ですが、今ほど便利でなかった
時代から、百科事典を引くという手段があると思います。P.バーク
は「百科事典とその諸カテゴリーは、ある知識観を、さらにはある
世界観を、表現あるいは具象化したものだと」（『知識の社会史』
2004年）言います。百科事典は、人々を取り巻くあらゆる物事を解
説すると同時に、そこに集められた知識のカテゴリーそのものが、
時代や社会の知の諸相を表しているといえるのです。

日本の近世には、『和漢三才図会』をはじめとするいくつかの百科
事典が編纂されています。現代の「科学的」な視点からすれば、荒
唐無稽な内容も含んでいますが、その時代の人々の感性や認識の枠
組みを伝える格好の素材でもあります。なぜならば、私たちがそこ
に感じる違和感の正体を紐解いていくことで、当時の文化事象や社
会のあり方を知ることができるからです。

授業では、事典に取り上げられている具体的な項目が持つ歴史的
な意味を、背景となる政治や社会制度と関連させながら考えていき
たいと思います。

《到達目標》
日本近世の歴史的特質を理解するとともに、政治や社会制度と人々
の生活実態を重ね合わせてみることで、多彩かつ具体的な近世史像
を結べるようになることを目標とします。

授業内容
第1回 オリエンテーション
第2回 百科事典の歴史
第3回 『和漢三才図会』の時代
第4回 空間と時間─この世界のとらえ方－
第5回 人倫の秩序
第6回 身体と医術
第7回 人々と動物
第8回 人々と食①－「豊かな」食生活
第9回 人々と食②－食べられない現実
第10回 人々と衣類①－木綿の近世－
第11回 人々と衣類②－産業と文化－
第12回 人々と自然との関わり
第13回 国と日本そして異国
第14回 全体のまとめ

履修の注意点
授業内での資料読解やそれを踏まえたリアクションペーパーの作成
を求めることがあります。一方的に聴くのではなく積極的な姿勢で
のぞむことを期待します。

準備学習の内容
復習中心となる。毎回配布するレジュメをしっかりと読み返し、必
要であればノート等にまとめ、知識の定着につとめるようにしてく
ださい。

教科書
特に指定しない。毎回レジュメを配布し、それにしたがって授業を
進めます。

参考書
『大学の日本史』3（近世）、山川出版社、2016年。
苅部直、片岡龍編『日本思想史ハンドブック』新書館、2008年。
そのほか、適宜、授業中に提示します

課題に対するフィードバックの方法
授業へのコメントは次回授業で紹介し解説を補足します。また授業
前後の時間に質問にも応じます。

成績評価の方法
リアクションペーパー（40％）と記述式の期末試験（60％）を実施
します。

その他

科目ナンバー：（PE）HIS121J

東洋史概論
2単位

1年次

鈴 木 直 美

授業の概要・到達目標
《授業内容》

新石器時代から20世紀までの中国史の流れを概観し、東アジア・
北アジア・をはじめとする世界史のかかわりから中国の政治・経
済・社会の動向をとらえる。

《到達目標》
1．中学・高校での授業を行うに十分な知識と教養を習得する。
2．中国社会のあり方を歴史的背景から理解する。
3．歴史学の思考方法を身につけ、様々な歴史的事象について多

角的な視点から考察できる。

授業内容
各回の授業予定は以下の通り。

1．ガイダンス ／ ｢中国」とは何か
2．新石器時代～初期王朝（二里頭文化・殷・西周）
3．春秋・戦国～統一秦
4．漢
5．魏晋南北朝
6．隋～唐 ／ 小テスト
7．五代～南宋
8．元～明
9．清の建国～乾隆帝の時代
10．アヘン戦争～日清戦争
11．日清戦争後～辛亥革命
12．五四運動～国共合作
13．抗日戦争～中華人民共和国成立
14．a.社会主義体制建設期／b.試験

授業の進行状況によって内容を変更する場合がある。

履修の注意点
高校時代の世界史の内容を復習しておくこと。
世界史を履修していない、もしくは現代史など学習していない範

囲がある場合は下記書籍を読んでおくのが望ましい。
「世界の歴史」編集委員会『もういちど読む山川世界史』（山川出

版社、2009年）

準備学習の内容
クラスウェブから資料を配布するので、内容を予習・復習するこ
と。

教科書
クラスウェブから資料（PDF）を配布する。

参考書
岸本美緒『中国の歴史』（ちくま学芸文庫、筑摩書房、2015年）
愛宕元・冨谷至編『新版 中国の歴史』上・下（昭和堂、2009年）

課題に対するフィードバックの方法
必要時応じてクラスウェブのコメント機能を使用する。

成績評価の方法
1．小テスト（30％）・期末試験（70％）による。

（1）第6回授業で選択式の小テストを行う。
（2）期末試験は記述式で行う。単語の羅列や意味の不明な文章
は解答とみなさず、単位を認定しない。

2．出席回数が7割未満の場合、単位を認定しない。

その他
1．クラスウェブの出欠確認機能と小テスト機能を使用するので、
スマートフォン・パソコンなどを持参のこと。
2．授業で使用する資料は事前にクラスウェブからPDFで配付す
る。感染防止のため授業時に紙媒体での配布をしないので、授業前
に自分でダウンロードや印刷をしておくこと。
3．著しい遅刻や私語がある場合にはその回の受講を認めないこと
がある。
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科目ナンバー：（PE）HIS121J

東洋史概論
2単位

1年次

石 野 智 大

授業の概要・到達目標
本授業では、時間的・空間的な広がりをもつ中国の政治と社会に

ついて、周辺地域との関係も視野に入れながら概観する。また、そ
れらを通して、受講生各自が中国史に関する基本的な知識を習得す
ることを目的とする。

長きにわたる中国の歴史を理解する際には、その大きな流れを捉
えることが重要な意味を持つ。そのため、教職課程科目である本授
業においても、その部分に力点をおいて講義を進める。ただし、時
間の関係で中国史の全時代を取り上げることはできず、本授業では
中国文明の誕生から唐宋変革期までの歴史的推移を追う。また授業
の後半では、中国史の時代区分の問題などについても考えてみた
い。

授業内容
第1回：イントロダクション

第2回：中国文明の誕生
第3回：初期王朝の形成
第4回：春秋戦国時代の政治と文化
第5回：秦漢統一帝国の成立と崩壊（その1） 秦～前漢前半
第6回：秦漢統一帝国の成立と崩壊（その2） 前漢後半～後漢
第7回：魏晋南北朝時代の政治と諸民族の動向
第8回：隋唐王朝の形成と変容（その1） 隋
第9回：隋唐王朝の形成と変容（その2） 唐
第10回：五代・北宋の展開
第11回：南宋時代の政治と文化
第12回：唐宋変革論と中国史の時代区分
第13回：中高の歴史（世界史）授業とその変化

第14回a：期末試験
b：試験問題の解説

※授業内容は必要に応じて一部変更することがあります。

履修の注意点
高校で「世界史」（とくに前近代部分）を履修しなかった方も歓迎
します。
授業では歴史用語や年代の暗記よりも、中国史の大きな流れを理解
するように心がけてください。

準備学習の内容
履修前の事前学習としては、高校世界史教科書の中国史関連部分を
一読しておくのがよいと思います。
授業開始後は、下記の「参考書」を積極的に読まれることを希望し
ます。

教科書
特に指定しません。

授業時に適宜プリントを配布します。

参考書
『教養の中国史』津田資久・井ノ口哲也編、（ミネルヴァ書房、2018
年）

『概説中国史』上・下、冨谷至・森田憲司編、（昭和堂、2016年）

より専門的な理解を深めるには、以下の概説書をおすすめします。
『世界歴史大系 中国史』1～5（山川出版社、1997年～2003年）
『中国の歴史』全12巻（講談社、2004年～2005年 ※講談社学術文
庫版あり）

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、授業時間内に解説や講評などのフィードバックを行
います。

成績評価の方法
平常点（リアクションペーパー、授業への取り組みなど）30％、期
末試験70％

その他

科目ナンバー：（PE）HIS131J

西洋史概論
2単位

1年次

小野寺 利 行

授業の概要・到達目標
ヨーロッパの中世・近世の歴史を概観する。前近代ヨーロッパ史

の流れや基本的な事項を、経済史の視点を通して学ぶことを目的と
する。農業・手工業・商業がどのように展開していったのか、そし
てそれによってヨーロッパ内外のさまざまな地域の結びつきがどの
ように変化していったのかをみていくことで、工業化や世界の一体
化を実現する以前のヨーロッパの姿を理解したり、ヨーロッパ世界
の歴史的な変化を考えたりするための手がかりつかむことを目指し
たい。

授業内容
以下のように授業を進めていく予定だが、状況に応じて変更する

こともある。

1. イントロダクション
2. 中世の社会と国家
3. 中世の農業
4. 中世の手工業
5. 中世の商業
6. 中世から近世へ
7. 近世の社会と国家
8. 近世の農業
9. 近世の手工業
10. 近世の商業
11. 近世のヨーロッパ経済
12. 近世の世界経済（1）ポルトガルとスペイン
13. 近世の世界経済（2）オランダとイギリス
14. （a）まとめ／（b）テスト

履修の注意点
高校世界史の教科書や参考書、後掲の参考書などに目を通して、

ヨーロッパの中世・近世の大まかな流れをおさえておくことが望ま
しい。

準備学習の内容
予習では、参考文献に目を通して次回授業の内容を大まかにつか

み、自分なりの疑問点・課題をもって授業に臨むこと。復習では、
授業で配付した資料や参考文献を利用してノートのまとめ・整理・
補足などを行ない、授業内容をまとめる課題や質問などを作成する
こと。

教科書
特定の教科書は使用せず、資料をOh-o! Meijiで配付する。

参考書
授業中に随時紹介するが、さしあたり基本的な文献を挙げてお

く。

・『もういちど読む山川世界史 PLUS ヨーロッパ・アメリカ編』
木村靖二ほか（山川出版社）
・『大学で学ぶ西洋史［古代・中世］』服部良久ほか（ミネルヴァ書
房）
・『大学で学ぶ西洋史［近現代］』小山哲ほか（ミネルヴァ書房）

課題に対するフィードバックの方法
課題に対するフィードバックは後日授業中に行なう。

成績評価の方法
・学期末試験（70％）
・課題（30％）

その他
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科目ナンバー：（PE）HIS131J

西洋史概論
2単位

1年次

小野寺 利 行

授業の概要・到達目標
ヨーロッパの中世・近世の歴史を概観する。前近代ヨーロッパ史

の流れや基本的な事項を、商業を中心とする経済史の視点を通して
学ぶことを目的とする。商業によってヨーロッパ内外の地域がどの
ように結びついていたのかをみていくことで、工業化や世界の一体
化を実現する以前のヨーロッパの姿を理解したり、ヨーロッパ世界
の歴史的な変化を考えたりするための手がかりつかむことを目指し
たい。

授業内容
以下のように授業を進めていく予定だが、状況に応じて変更する

こともある。

1. イントロダクション
2. 中世社会の成立
3. 中世前期の都市と商業
4. 中世社会の発達
5. 中世中期の都市
6. 中世中期の商業
7. 中世社会の変容
8. 近世社会
9. 近世の国家と商業
10. 近世のヨーロッパ貿易
11. 近世の植民地貿易（1）ヨーロッパとアメリカ
12. 近世の植民地貿易（2）ヨーロッパとアジア
13. 産業革命
14. (a) まとめ／(b)テスト

履修の注意点
高校世界史の教科書や参考書、後掲の参考書などに目を通して、

ヨーロッパの中世・近世の大まかな流れをおさえておくことが望ま
しい。

準備学習の内容
予習では、参考文献に目を通して次回授業の内容を大まかにつか

み、自分なりの疑問点・課題をもって授業に臨むこと。復習では、
授業で配付した資料や参考文献を利用してノートのまとめ・整理・
補足などを行ない、授業内容をまとめる課題や質問などを作成する
こと。

教科書
特定の教科書は使用せず、資料をOh-o! Meijiで配付する。

参考書
授業中に随時紹介するが、さしあたり基本的な文献を挙げてお

く。

・『もういちど読む山川世界史 PLUS ヨーロッパ・アメリカ編』
木村靖二ほか（山川出版社）
・『大学で学ぶ西洋史［古代・中世］』服部良久ほか（ミネルヴァ書
房）
・『大学で学ぶ西洋史［近現代］』小山哲ほか（ミネルヴァ書房）

課題に対するフィードバックの方法
課題に対するフィードバックは後日授業中に行なう。

成績評価の方法
・学期末試験（70%）
・課題（30%）

その他

科目ナンバー：（PE）HIS131J

西洋史概論
2単位

1年次

渡 辺 知

授業の概要・到達目標
15世紀のポルトガル、スペインのヨーロッパ外への進出に始まる世

界の一体化の過程を世界システム論の観点から概観し、ヨーロッパ近
代の歩みが世界の諸地域に与えた影響について考えてみたいと思いま
す。ただ、過去の事実の確認にとどまらず、それがなぜ起きたのか、
また、過去の出来事が現在の社会といかに関係するのか、あるいは、
一地域の動向が世界のその他の地域の動向といかに密接に結びついて
いるのかといった点に力点を置きつつ、歴史学における多様なものの
捉え方をあわせて提示できればと希望します。

授業内容
以下の通り授業を進める予定ですが、進行具合によって若干の変更

を加えることもあります。
第1回 世界の一体化 この講義のテーマについて説明します。
第2回 大航海時代以前のヨーロッパ 1 11～13世紀のヨーロッパ

の経済、社会について説明します。
第3回 大航海時代以前のヨーロッパ 2 14世紀以降ヨーロッパで

危機的状況が深まっていく過程を説明します。
第4回 ポルトガルとアジア ポルトガルがアフリカ、アジアに進出

していく過程とその影響について説明します。
第5回 スペインとアメリカ 1 スペインのアメリカ進出の過程と

アメリカに与えた影響について説明します。
第6回 スペインとアメリカ 2 スペインのアメリカ進出がスペイ

ンと世界の一体化に与えた影響について説明します。
第7回 17世紀のヨーロッパ 「17世紀の危機」論争を紹介しつつ、

西ヨーロッパ諸国の台頭を説明します。
第8回 第一次イギリス帝国の形成 イギリスがオランダ、フランス

と対立しながらその帝国を形成する過程を説明します。
第9回 イギリス商業革命 イギリスの帝国形成がイギリスの経済、

社会に与えた影響について説明します。
第10回 西インド諸島と砂糖 イギリスの植民地支配が西インド諸島

に与えた影響について説明します。
第11回 アフリカと大西洋奴隷貿易 イギリスをはじめとするヨー

ロッパ諸国による大西洋奴隷貿易の展開とその影響について
説明します。

第12回 フランス革命と環大西洋革命 1 フランス革命の展開につ
いて説明します。

第13回 フランス革命と環大西洋革命 2 フランス革命をその時期
大西洋の両岸で起きた出来事と関連付けながらその意義を説
明します。

第14回 a まとめ
b 試験

履修の注意点
西洋の歴史に興味のある方はもちろん、これまで歴史になじみがな

かった方の受講も歓迎します。

準備学習の内容
授業で紹介した問題について参考文献等で調べてください。授業

前に前回の授業ノート、参考文献を見返し、まとめておいてくださ
い。

教科書
特に定めません。

参考書
参考文献として以下の文献を紹介しておきます。授業で随時、紹介

してきます。
川北稔『世界システム論講義：ヨーロッパと近代世界』（ちくま学

芸文庫、2016年）

課題に対するフィードバックの方法
授業でコメントします。

成績評価の方法
授業の区切りに授業内容のまとめや感想を書いて頂き、これを平常

点とします。学期末には試験を行い、成績はこれらの総合評価としま
す（学期末試験80％、平常点20％）。

その他
オフィスアワーは最初の授業でお知らせします。
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科目ナンバー： PEGEO111J

人文地理学概論
2単位

1年次

谷 川 尚 哉

授業の概要・到達目標
教職課程におかれている「人文地理学概論」であることをふまえ

て、人文地理学の基礎・基本を述べるとともに、地理教育論にも適
宜ふれていきたい。

高等学校で「地理AまたはB」を選択しなかった人にとっては、
中学校の「社会科地理的分野」以来の地理となろうが、地理あるい
は人文地理学の楽しさ、面白さを理解してもらえればありがたい。

ただし、半期の講義であるため、文字どおり「概論」とならざる
をえない面がある。毎回の講義は、あくまでも「窓を開ける」こと
であり、その窓から何を見るかは受講生に委ねられている。

授業内容
（1）人文地理学とはどういう学問か。地理学の構成から考える

（a）。
（2）人文地理学とはどういう学問か。地理学の構成から考える

（b）。
（3）人文地理学とはどういう学問か。地理学の手法から考える

（c）。
（4）人文地理学とはどういう学問か。地理学の手法から考える

（d）。
（5）地理学とはどういう学問か。地理学史から考える（a）。海

の向こうに何がある？ 山の向こうに何がある？
（6）地理学とはどういう学問か。地理学史から考える（b）。地

球の形は、どんな形？
（7）地理学とはどういう学問か。地理学史から考える（c）。大

航海時代は地理的発見の時代
（8）社会科・地理教育を考える（a）。「地理総合」と「歴史総

合」.
（9）社会科・地理教育を考える（b）。「世界国尽」
（10）社会科・地理教育を考える（c）。「どうころんでも社会科」
（11）景観の変貌から地域の再編成を考える（a）。高度1000

フィートから見た日本
（12）景観の変貌から地域の再編成を考える（b）。山が地図から

消えた？ 地形図を読む
（13）景観の変貌から地域の再編成を考える（c）。島が島でなく

なった？
（14）景観の変貌から地域の再編成を考える（d）。瀬戸内海の島

の変貌

履修の注意点
1．受講生は、教室内でのマナーを守る事。
2．毎回、「感想」を書いてもらう。
3．第1回目から本論に入るので、そのつもりで受講するよう

に。

準備学習の内容
1．復習が最重要である。
2．毎回の講義で何を学んだのかを確実に理解すること。
3．ノートの整理が肝要である。
4．事前に配布した資料等は、必ず熟読して講義に臨むこと。

教科書
使用しない。映像資料やプリントを教科書代わりに使用する。

参考書
随時、紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
Oh-o！Meijiを使用。

成績評価の方法
1．原則として、出席は絶対条件。講義の3分の1を休んだ者に

は単位は与えられない。
2．学期末の試験で100％評価する。レポート提出で代替するこ
とはできない。

その他

科目ナンバー：（PE）GEO121J

自然地理学概論
2単位

1年次

若 松 伸 彦

授業の概要・到達目標
自然地理学はその地域の気候、地形、水文、植生等の自然環境を

総合的に捉える学問分野である。地理というと、社会科の一科目で
あり、事象の暗記科目と思われがちである。しかし自然地理学は、
実際には私たちの身のまわりにある自然環境がどのようなものかを
理解し、その仕組みや因果関係を学ぶことが非常に大切である。本
講義は、自然環境に関する基礎的な知識を身に着け、総合的に自然
環境を捉える能力を身に着けることが目標である。このような能力
を身に着けることで、自然災害や地球環境問題に対しての正しい対
処が可能にもなる。

授業内容
第1回a：自然地理学の見方・考え方（ガイダンス）

b：自然地理学の基本
第2回：惑星としての地球
第3回：大地形と火山
第4回：岩石と日本列島のでき方
第5回：世界と日本の大地形
第6回：平野の地形
第7回：山地の地形
第8回：河川の地形
第9回：海岸の地形
第10回：地球のエネルギー収支と大気大循環
第11回：世界の気候と植生
第12回：日本の気候と植生
第13回：様々な環境問題

第14回a：講義のまとめ
b：試験

履修の注意点
積極的な授業の参加を望む。授業内容はいわゆる理系の地学の領域
を含むが、文系学生でも理解できる内容である。
自然地理の基本的な知識から最新の環境問題まで、講義では幅広く
扱う。

準備学習の内容
事前にwebシステムによってプリントを配布するので、必ず印刷

をして持参すること。
プリントは図表及び板書を補助するためのプリントであり、復習

や授業後の整理を行うことが望ましい。

教科書
『新詳高等地図』（帝国書院）2019年
高校時代に地図帳を購入している者は代用しても良い。
他に教科書は定めないが、参考書があると授業の理解が進む。

参考書
『みわたす・つなげる自然地理学』 小野映介・吉田圭一郎 編（古
今書院）2021年

『自然地理学概論』高橋日出男・小泉武栄編著（朝倉書店）2008年
『上高地の自然誌』上高地自然史研究会編（東海大学出版会）

2016年

課題に対するフィードバックの方法
最終授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける

成績評価の方法
講義態度10％、期末試験90％で評価する。

その他
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科目ナンバー： PEGEO131J

地誌学概論
2単位

1年次

内 藤 芳 宏

授業の概要・到達目標
教職課程におかれている「地誌学概論」であることを考慮し、中学・高等学校

の教員に求められる地誌学の基礎・基本から専門領域に加えて、既存の概念から
応用する授業事例も触れていきたい。地理は知らない土地の知らない人たちや自
然に対する好奇心から成り立っている。とくに地誌学は特定地域における自然と
人文の諸事象とその関係を考察し、地域的な特徴を究明すること、すなわち地域
を知ることが目的とされる。地誌学の楽しみを得ることで、将来のあなたの教え
子たちに還元するための糸口になることを目指したい。なお2022年度より高等学
校で必修化される「地理総合」では地誌を扱わないが地図学習は入るため、それ
を意識した内容とした。また続く科目の「地理探究」で地誌的内容を扱うことを
意識したい。

授業内容
第1回：オリエンテーション 地誌学を学ぶということ

第2回：地誌学の基礎①学校教育の地誌とは
第3回：地誌学の基礎②日本を扱う（都市近郊）
第4回：地誌学の基礎③日本を扱う（農山村部）
第5回：地誌学の展開①専門性を活かした地誌 地形図の活用（段彩図）
第6回：地誌学の展開②専門性を活かした地誌 地形図の活用（谷と尾根）
第7回：地誌学の展開③専門性を活かした地誌 地形図の活用（土地利用図）
第8回：地誌学の展開④専門性を活かした地誌 統計地図の活用
第9回：地誌学の展開⑤専門性を活かした地誌 フィールドワーク・校外学習
第10回：地誌の授業実践①旅をつくる
第11回：地誌の授業実践②ヒマラヤ山脈の暮らし
第12回：地誌の授業実践③アルプス山脈の暮らし
第13回：地誌の授業実践④小さな国の環境大国
第14回：学期末試験
※第5回～第7回は地形図を利用するため、原則として対面授業時に行うことを
前提とした授業構成を組んでいる。したがって新型コロナ感染症の状況によって、
順番を入れ替わる場合がことを予め承知しておかれたい。

履修の注意点
授業にきちんと出席し、学ぶ姿勢を示すこと。また毎回授業に関する「感想」

の提出を求める。対面授業が出来ない場合は、Oh-o!Meijiによるオンデマンド型
(配信型)になる。その際は下記の成績に関する指示に従うこと。対面授業時のマ
ナーは誠実であること。受講者は教員を目指すからには、揺るぎない自らに負け
ない真剣な姿勢を求めたい。

準備学習の内容
復習を大切にすること。とくに地誌は地理的位置関係および付随する情報が講

義で扱われる。今日の授業で何を学んだのか、確実に理解すること。そのために
はノートの整理が肝要である。

教科書
教科書はとくに指定しない。映像資料やプリントを教科書代わりに使用する。

ただし地理は地名や位置をその都度確認するためにも、高校時代に地理の授業で
使用した地図帳を用意しておくこと（高校時代に地理の授業を受けていない者は
同等のものを用意しておくこと）。また5回目の講義から国土地理院発行の地形図
(国土地理院発行1/25000地形図「赤穂」を各自で購入)を用いた作業も行う。作業
の際は12色の色鉛筆(小中高時代に買ったもので十分)を一緒に用意すること。

※コロナ禍であるが地形図は予め各自で購入しておくこと。授業内容の部分で説
明しているように、コロナ禍で授業の順番を変えざるを得ない場合も想定して、
第3回の授業までに用意することが望ましい。なお各自で国土地理院サイトから
最寄りの国土地理院発行地形図の販売書店を探し、時間的ゆとりをもって購入し
ておくこと。すぐに入手できるとは限らない。買い求めた地形図は折らずに、筒
状にして輪ゴムなどで留めて持参するように。

参考書
地理・地誌に関わる入門書として以下を紹介する。
大野新・竹内裕一編『世界をつなぐ地理総合の授業』
地理教育研究会編『知るほど面白くなる日本地理』日本実業出版社
地理教育研究会編『授業のための世界地理・第5版』古今書院
今尾恵介『地図帳深読み』帝国書院
富田啓介『はじめての地理学』ベレ出版

課題に対するフィードバックの方法
授業内に指示する簡単な課題(例えば、自身の出身地を中高生の地理の授業で扱う
場合のキーワード等)をその後の授業で紹介し、受講している学生諸君同士の参考
にすべくフィードバックする。また地形図作業は終了後提出したものを評価し返
却する。

成績評価の方法
毎回出席をとる。3分の1を休んだ者には単位は与えられない。成績評価は学

期末試験60％、平常点（提出物および授業への貢献度）40％等を総合的に判断す
る。
※コロナ禍におけるオンライン授業の場合、Oh-o!Meijiのクラスウェブ上のアン
ケート機能を使って、毎回の課題を答えることで出席扱いとし、またその内容を
平常点とする。

その他

科目ナンバー：（PE）LAW111J

法律学概論
2単位

1年次

石 居 圭

授業の概要・到達目標
本講義ではまず、憲法・民法・刑法を中心として、法の基本的な事項を知っ

てもらいます。しかし、法律学は「条文の丸暗記でよい」というような単純な
ものではありません。法律の文言は多くの事案に対応できるよう、意味に幅を
もたせる形で表現されています。それゆえ、実際の事案では、異なる利害関係
や価値観をもった者たちが条文の「解釈」をめぐって争うことになります。そ
こで、実際の判例をみながら、法律の運用のされ方やその解釈も学びます。
法律学を学ぶ意義は、多様な考え方や価値観が対立する社会において、どのよ
うに秩序を与えるかを考えられるようになるという点にあり、本講義もそれを
到達目標に掲げます。
具体的には、
・公平なものの考え方（特定の者だけを優遇したり、不当な差別をすることな
く、一定の基準に従って公平にものごとを処理する能力）
・論理的思考力（自分の考えを整理し、納得のいく根拠をもって、わかりやす
く自身の見解を主張する能力）
・多面的な利益への視点（事件当事者だけでなく、将来の被害者や社会への影
響など、様々な利益を考慮した上で自身の見解を形成する能力）
といったものを得ることを到達目標とします。

授業内容
第1回：法とは何か、法の学び方
第2回：法の仕組
第3回：憲法の基本原理
第4回：国の統治機構
第5回：平等権
第6回：精神的自由と経済的自由
第7回：人身の自由
第8回：社会権
第9回：裁判の仕組
第10回：財産と法
第11回：経済取引と法
第12回：家族と法
第13回：犯罪と法（1）──犯罪の「成立」について（不作為犯・未遂犯・共

犯を含む）
第14回：犯罪と法（2）──犯罪の「不成立」について（違法性阻却事由、責

任阻却事由）

履修の注意点
毎回レジュメを配布します。授業には毎回出席し、教科書とレジュメを必ず持
参してください。質問は授業中でも授業後でも受け付けます。
なお、講義中はマスクを常時着用するようお願いします。マスク着用が困難な
事情がある場合には、事前に相談してください。

準備学習の内容
法学の学習は、ある程度暗記の形で用語をインプットする必要があります。そ
こで予習においては、教科書を読みつつ、参考書や六法を用いて、専門用語の
意味内容を条文と学説を参照しながら確認しましょう。

そして復習の際には、講義で示された設例を通して、得た知識を文章で表現
する練習をしましょう。とくに条文や制度、概念の内容・目的・異同について
は、入念に復習し、定期試験の論述問題に備えましょう。

教科書
大谷實編著『エッセンシャル法学［第7版］』（成文堂、2019年）

参考書
本講義では多くの法領域を取り扱うため、ここで一括して参考文献を示すこと
はしませんが、各回の広義の前に配布されるレジュメの中で、予習の際に有用
な参考文献を示します。

なお、法学学習において有用なものとしては、
横田明美『カフェパウゼで法学を──対話で見つける〈学び方〉』）（弘文堂、
2018年）
田高寛貴ほか『リーガル・リサーチ＆リポート 第2版』（有斐閣、2019年）
弥永真生『法律学習マニュアル 第4版』（有斐閣、2016年）
等があります。

課題に対するフィードバックの方法
業内だけでなく、授業外でも随時質問を受け付けます。Teamsが理想的ですが、
受講生にとって不便であれば、メールで受け付けます。また、毎回の授業で示
す練習問題の答案の添削も随時受け付けております。論述問題は「書く」こと
に慣れるというのも非常に重要です。遠慮なく添削依頼を出してください。

成績評価の方法
期末試験70％、平常点30％（授業態度や質問・発言などを総合評価）

その他
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科目ナンバー：（PE）LAW111J

法律学概論
2単位

1年次

市 川 直 子

授業の概要・到達目標
《授業の到達目標及びテーマ》

日本で現在効力をもっている法律はかるく1,000を超えますが、
それらは一定の秩序にしたがって体系化されています。

この授業では、日本のそうした法体系を検証するとともに、日本
の国内法体系と国際法との関係についても理解することを目指しま
す。

《授業の概要》
この授業では、各種法律の基本部分を説明しながら、それと国家

の最高法である憲法との関係を確認していきます。ついで、国際関
係を維持するための条約や国際慣習法に言及します。

授業内容
第1回： 法とは

第2回：憲法と市民法（1）自然人
第3回：憲法と市民法（2）法人
第4回：憲法と市民法（3）法律行為
第5回：憲法と市民法（4）契約自由の原則
第6回：憲法と賠償法（1）契約不履行の賠償責任
第7回：憲法と賠償法（2）不法行為の賠償責任
第8回：憲法と賠償法（3）国家行為の賠償責任
第9回：憲法と社会法（1）個別的労働関係法
第10回：憲法と社会法（2）集団的労働関係法
第11回：憲法と刑事法（1）刑法総論
第12回：憲法と刑事法（2）刑事訴訟法
第13回：憲法と国際法（1）国際機構論
第14回：憲法と国際法（2）／試験
＊講義内容・順序は必要に応じて変更することがあります。

履修の注意点
各種法律を日本国憲法と関連づけて説明していきますので、この

授業を受ける前に、「日本国憲法」を受講済みであることが望まし
いです。

準備学習の内容
事前に、教科書の該当箇所または配布プリントを読み、次回の授

業内容に関する専門用語について辞典等で調べておいて下さい。ま
た、復習として、教科書及び参考書の該当箇所を読むようにして下
さい。

教科書
穐山守夫・市川直子『新現代社会と法』和広出版

参考書
六法全書

課題に対するフィードバックの方法
課題についてのフィードバックは、授業時もしくはOh-o!Meijiを通
じて行います。

成績評価の方法
レポート（30％）および期末試験（70％）によります。

その他
明治大学の各種施設、特に博物館（刑事部門）、平和教育登戸研

究所資料館などを（感染症との関係上、無理しない程度で）訪ねて
みて下さい。

科目ナンバー：（PE）LAW111J

法律学概論
2単位

1年次

松 井 千 秋

授業の概要・到達目標
本講は、現代社会には欠くことのできないさまざまな法規範に

関して、その意義、特質を理解し、かつそのおのおのと現実の社会
との関連を修得するために開講するものである。

実生活のなかで何気なく機能している（？）さまざまな法令が、
どれほどの意義、目的を持っているか、また、それらがどのように
関わり合っているのかを理解して、自分たちの身の回りの出来事が
どういった法令と関わっているものかを味わって欲しいものであ
る。

授業内容
［第1回] 法の意義
［第2回] 法規範の構造
［第3回] 法の分類
［第4回] 法の解釈・解釈法
［第5回] 法の適用
［第6回] 裁判と法◯1民事裁判
［第7回] 裁判と法◯2刑事裁判
［第8回] 犯罪と法
［第9回] 財産と法◯1総則
［第10回] 財産と法◯2物権と債権
［第11回] 家族（子ども）と法
［第12回] 医療と法
［第13回] 社会と法
［第14回] 国際関係と法

履修の注意点
本講ではテーマ毎に講義レジュメを配布して、それにしたがって

講義を進める。そして、一定程度進んだところで、それまでの中心
的テーマについてレポートにして提出してもらう。なお、レポート
は原則として2回で、平常点評価の資料とする。

準備学習の内容
原則としてあらかじめ教科書を購読して基礎知識を身につけ講義

によってその理解を深めるのが理想であるが、専門知識を要する分
野でもあり、受講後に講義レジュメと講義ノートの内容を教科書と
対照する方法でもよい。

教科書
齊藤信宰編著「現代社会における法学入門（第3版）」（成文堂）

[在庫僅少の場合変更することがあります]

参考書
必要に応じて適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
課題については、余ほどの事が無ければ個別にフィードバックす

ることはありません。なお、日常の出席評価の素材としても用いま
すから、回答に当たっては真摯な態度で取り組むように！

成績評価の方法
小レポート及び各期末試験の成績により総合的に判定する。
おおむね30％、70％の割合で評価する。

その他
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科目ナンバー：（PE）PHL121J

倫理学概論
2単位

1年次

宇田川 尚 人

授業の概要・到達目標
《授業の概要》

この授業では、主に基礎倫理学の立場から、
1）まず「道徳」と「倫理」との違いを明らかにした上で「悪」と「ナルシシ

ズム」との関係を考察する。
2）そこから、人と人が社会の中で生きてゆく際の重要な基本概念（例えば、
共感可能性・他者の自由の尊重・責任等）

が「何故、今、旧来の形ではもはや機能しなくなりつつあるのか？」と
いう問題を提起し、

3）「登校拒否」「引きこもり」等に見られる傷つきやすい現代の若者のナルシ
スト的側面と、「いじめ」「ストーカー」

から「ナチスのホロコースト」「ユニラテラリズム」に至る「同型性に基づ
かない他者」への過激な「排除の論理」を

分析し、それらに共通する「時代の病巣的特性」を明らかにする。
4）その上で、（悪へと開かれていながらも）善を選び取る人間の良心とその尊

厳とは何か？ という問いと、他者への真
の責任とは何か？ という問いに、（カント、レヴィナス等の倫理思想を参

照にしつつ）答えてゆこうと考えている。

《到達目標》
この授業で学習した倫理的視点に基づき、今日の社会で起こっている様々な問

題のいずれに対しても、自分なりの見解を持てるようになること。また授業での
思考訓練を通して、具体的な状況の中で「自己」と「社会」との関係を倫理的に
分析し考察する能力を身につけること。

授業内容
1） 問題提起 ---〈道徳〉はあるが〈倫理〉のない日本？ 倫理的〈対話〉の

12原則
2） 「やさしさ」vs 真のやさしさ？
3） 社会に蔓延する「思いやり」という名の「思考停止」システムについて
4）「いじめ」と排除の論理
5） 自分は関係ない・中立だと思っている「傍観者」に潜む「悪」について
6） 情報化社会が突きつける諸問題
7） 同型性に基づく他者理解とその限界---あるいは「同調圧力」と「承認欲

求」
8）「いいね」（評価）を必死で求めて、本当の自己を失ってゆく人々
9） ネットの中で、SNSで、増殖する「バーチャルな私」と欲望によって「侵
食される自己」
10） 新たな教育論の現場から
11） 理解像の外に位置する「他者そのもの」と私の「内部性＝心」
12） ネット社会におけるCritical thinkingの崩壊とCritical emotion
13） 同情とSympathyとMitleid(共苦)の差異
14） SNS時代における新しい「倫理」の役割と教育

履修の注意点
毎回出席し、集中して聴いていないとついてゆけなくなる可能性があるので、

その旨注意すること。
その他の注意点は初回に述べる。

準備学習の内容
配付資料はざっと読んだだけではわからないかもしれない。それでも必ず目を

通し、

1）自分の理解が正しいか自信のない箇所や、
2）理解できていないと思われる箇所をあらかじめチェクしておくこと。 ま
た、
3）配付資料には書かれていないが授業内で理解の為に「重要」と説明された

「概念」や「キーワード」は必ずメモを取り、
4）それらの「論理関係」を手掛かりとして、もう一度配布資料を復習の際に
読み込むこと。

教科書
プリントを必要に応じて、配布またはWeb（Oh-o! Meiji）上にUPする。

参考書
PHP新書 中島義道「対話のない社会」
勁草書房 中島義道「悪への自由─カント倫理学の深層文法」
勁草書房 佐藤義之「レヴィナスの倫理」等
その他の参考文献は授業の中で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法
課題に対するフィードバック（質問への回答、間違いの指摘、優秀な考察例の紹
介等）は、原則として翌週の授業内で行う。学期末レポートの返却は希望者に対
してのみ行う。

成績評価の方法
毎回の質疑応答（またはMS Formsでの課題）（40%）と学期末のレポート

（60%）で成績を評価する。
また最低三分の二以上の出席をレポート提出の条件とする。

（但し、駿河台校舎での授業は少人数を前提としている為、学生との話し合いに
よって平常点のみで評価する可能性が高い）

詳細は初回の授業で報告する。

その他
特になし
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科目名索引（講義内容・授業計画）
注）Ⅰ・Ⅱ…などのローマ数字は一部を除いて省略しています。

頁
【あ】
アジア政治論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀257
アフリカ政治論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀258
アメリカ地域論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀313～314
アメリカ文化論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀312～314
【い】
異文化ビジネス論概論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀295
異文化摩擦とコミュニケーション㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀34
異文化理解とコミュニケーション㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀34
【う】
運動学演習㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀116～176
【え】
英語㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀109
ACE ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀48～102
ACEAcademic Training㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀107,108
ACE Content-based Study㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀48～58
ACE Exam Skills㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀93～102
ACE General Communication Skills㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀59～92
ACE Presentation Skills㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀103～106
エネルギーと環境㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀44
【お】
応用数量分析㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀289
応用総合講座㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀341～346
応用論理学概論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀4
【か】
海外留学演習㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀347～348
外国文学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀25
解析学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀39～41
開発経済学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀284
科学技術と現代社会㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀43
科学史㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀41～42
環境科学概論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀44～45
環境経済学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀287
環境と社会㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀45
【き】
技術史㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀42～43
技術の歩み㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀42
基礎数学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀36
基礎論理学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀3
行政学基礎㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀186
行政情報論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀291
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