
2019-S000009401-08哲学Ａ「教養ゼミ」（現代現象学入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

平井　靖史

◎－－－　概要　－－－◎

「いまここ」の経験から、真理・存在・価値・芸術・社会・人
生をめぐる哲学的課題に切り込む手法としての現象学。現代に
おいて魅力的な形で再定義されてきています。

非常に優れた入門的なハンドブックである『ワードマップ　現
代現象学　経験から始める哲学入門』を教科書に、実践的な哲
学議論を学びます。

たんに知識として学ぶというのではなく、どのようにしてそこ
にたどり着いたかの思考のプロセスをたどってみるという哲学
的思索の疑似体験を通じて、皆さん自身が思考の技能を身につ
けることが目指されています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

議論・討論の実践を通じて、「分かる」（あるいは「分からな
い」）とはどういうことかを分かるようになり、問題の在処を
理解する力を養います。(知識・理解)

授業ない発表やレポートにより、口頭で論理的に主張する力、
相手を論理的に批判する力、抽象的な議論を文章にする力、問
題を新たに創出する力などを養います。(技能)

未知に問題に対して、的確な概念整理に基づいて方法的にとり
くむ態度を養います。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

議論の進行に合わせて、随時調査発表、チームでの議論など事
前・事後の学習が不可欠です。1時間～1.5時間程度。慣れない
哲学的な思索を身につけるためには、念入りな復習が必須で
す。必ず、ゼミ後できるだけ早いうち（遅くとも翌日まで）
に、ノートと記憶をたよりにゼミでの議論（導入→問題の立ち
上げ→展開）を自分でリプレイ（追体験）してください。1時
間～1.5時間程度。そうすることで、定着度がかなり増すばかり
でなく、自分で主体的に考える訓練になります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミですので、出席は前提となります。その上で、授業内での
発言、発表・報告（4割）、中間・期末レポート（6割）によっ
て評価します。発言が少なければ、評価が悪くなりますので、
注意してください。定期試験は実施しません。またゼミ受講の
集大成として、期末レポートの提出は必須です（提出がない場
合、出席発言その他が万全でも単位は出ません）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

植村玄輝他『ワードマップ　現代現象学　経験から始める
哲学入門』新曜社、2017年。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

一回につき3時間以上の予復習時間を確保できることが必
要です。好奇心ひときわ旺盛で、正しい知識に基づいて論
理的に考えるための主体的・自発的な調査・学習ができな
いひとは単位取得が難しいでしょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　現代現象学とは何か
２　経験の現象学的な分類とは何か
３　知覚からはじめる経験の分類
４　経験の志向性
５　経験の一人称性
６　思考と真理
７　意味と経験
８　実在論と観念論
９　心身問題
９　価値と価値判断
１０　道徳
１１　芸術
１２　社会
１３　他人の心と約束
１４　人生の意味
１５　哲学者の生



2019-S000009401-05哲学Ａ「教養ゼミ」（「恋愛」について考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

宮野　真生子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、「恋愛」という出来事がいったい、どういう
事柄なのかを哲学的に討論していきます。じっさいの恋愛に役
立つ心理学や行動学を扱うのではなく、あくまでも「哲学」と
して「議論」することが目的です。
　「恋愛」とは、単に甘いものでも、素晴らしいものでも、美
しいものでもありません。その背後には、「自分」という存在
が抱える欲望のおぞましさや、身勝手が隠れています。そうし
た、普段自分が見ないようにしているものを一つずつ自分の言
葉で取り出していく、そうした作業を皆さんと一緒にしていき
たいと思います。

　また、講義授業ではなく「ゼミ」であるため、教師が一方的
に哲学の説明をするという形式ではありません。基本的には、
テキストをもとに、「恋愛」という出来事を学生の皆さんが、
主体的に考え、意見を出し、反論をしという形で、ひたすら討
論することで掘り下げていきます。
　毎回受講者にはテキストの要約や資料の収集などの課題が課
され、それらに基づきゼミでは全体討議およびグループ討議を
おこないます。したがって、この授業において、参加者が一度
も発言しないということはあり得ません。ともかく自分の意見
を自分の言葉で話す。それが最も大切なことです。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

自身の問題意識に気づき、それを明確に言語化し、他者に伝え
ることができる(技能)

多様な意見を理解し、建設的な議論をめざす態度をもつ(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前にテキストをしっかり読み込んだうえで、わからない言
葉、概念に関しては、必ずあらかじめ調べましょう。知らない
文献に関しては、図書館での調査が必要となります。また、授
業後は、議論の内容を整理したうえで、明らかにならなかった
論点を補う文献を見つけておきましょう。これらの作業を十分
におこなわない場合、授業についていくのが困難になる可能性
があります（予習・復習、各30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

担当箇所の発表およびレジュメの内容（30％）、毎回のディス
カッションにおける発言内容（40％）、学期末のレポート
（30％）にもとづき評価します。演習である以上、出席するの
は当然であり、欠席は大幅な減点となります。また、発表とレ
ジュメおよびレポートについては、十分に資料を集め、それに
基づき自分の見解が述べられているかを評価基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

草柳千早『＜脱・恋愛＞論ー「純愛」「モテ」を超え
て』、平凡社新書、2011年、ISBN:978-4-582-85610-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　履修に際して特に予備知識は求めませんが、ゼミ形式の
授業のため、主体的に参加し、積極的に学び、調べようと
する高い学習意欲が必要です。毎回、相当量の課題を課
し、それなりの達成度を求めます。したがって、期末試験
がないことを理由にしての履修は、無意味です。
　概要にもある通り、恋愛について考えることは、自分の
暗部をえぐり出す、痛みを伴う作業です。したがって、
「恋愛論、楽しそう」という動機では、授業についていく
ことは困難かと思われます。むしろ、「恋愛なんてバカバ
カしい」と懐疑的な方が望ましいです。
　なお、無断欠席と遅刻は大幅な減点となります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１，イントロダクション
２，導入
３，発表と議論
４，発表と議論
５，発表と議論
６，発表と議論
７，発表と議論
８，発表と議論
９，発表と議論
10，発表と議論
11，発表と議論
12，発表と議論
13，発表と議論
14，発表と議論
15，まとめ



2019-S000009402-08哲学Ｂ「教養ゼミ」（心の哲学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

平井　靖史

◎－－－　概要　－－－◎

物理法則に従う物質でできた身体に、心はどうやって作用でき
るのか。心身問題を中心とする心の哲学は、長い歴史を持つ
が、近年の分析的手法により明快に生まれ変わった。様々な概
念、争点、思想的立場を概観するのに優れたテクストを用い、
現在の心の哲学の最前線を学ぶ。

哲学的な思考方法を身につけるためには、さまざまな知識と適
切な訓練が必要です。そのためには、ある程度方法論上の特徴
を意識した上で、ともかく具体的な問題の考察にとりかかって
みて、実践的に身につけていくのが一番の早道だと思います。

たんに知識として学ぶというのではなく、どのようにしてそこ
にたどり着いたかの思考のプロセスをたどってみるという哲学
的思索の疑似体験を通じて、皆さん自身が思考の技能を身につ
けることが目指されています。

授業は講義形式で行われます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

哲学的な思考に不可欠な概念や思考実験について、基礎的な知
識と理解を得る。
(知識・理解)

概念を正確に操作し、問題を検証し、多角的な吟味ができるよ
うになる。
(技能)

当たり前を疑い、批判を積極的に受け入れ、いつでも一から問
題を捉え直す知的態度を身につける。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

議論の進行に合わせて、随時調査発表、チームでの議論など事
前・事後の学習が不可欠です。1時間～1.5時間程度。慣れない
哲学的な思索を身につけるためには、念入りな復習が必須で
す。必ず、ゼミ後できるだけ早いうち（遅くとも翌日まで）
に、ノートと記憶をたよりにゼミでの議論（導入→問題の立ち
上げ→展開）を自分でリプレイ（追体験）してください。1時
間～1.5時間程度。そうすることで、定着度がかなり増すばかり
でなく、自分で主体的に考える訓練になります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミですので、出席は前提となります。その上で、授業内での
発言、発表・報告（4割）、中間・期末レポート（6割）によっ
て評価します。発言が少なければ、評価が悪くなりますので、
注意してください。定期試験は実施しません。またゼミ受講の
集大成として、期末レポートの提出は必須です（提出がない場
合、出席発言その他が万全でも単位は出ません）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

信原幸弘編『ワードマップ　心の哲学　新時代の心の科学
をめぐる哲学の問い』新曜社、2017年。

◎－－－　参考書　－－－◎

アール・コニー＋セオドア・サイダー『形而上学レッスン
―存在・時間・自由をめぐる哲学ガイド』春秋社、２００
９年　ISBN 978-4393323175
ジム・ホルト『世界はなぜ「ある」のか？ 実存をめぐる
科学・哲学的探索』早川書房、２０１３年　ISBN
978-4152094148

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

一回につき3時間以上の予復習時間を確保できることが必
要です。好奇心ひときわ旺盛で、正しい知識に基づいて論
理的に考えるための主体的・自発的な調査・学習ができな
いひとは単位取得が難しいでしょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 二元論・還元主義・観念論・現象主義
2.  自然主義・行動主義・心脳同一説・機能主義
3. 目的論的機能主義その他
4. 心的因果の諸問題
5. 志向性と表象
6. 生物的意味論
7. クオリアとハードプロブレム
8. 表象説・高階説
9. 説明ギャップ・意識の統一性
10. 人格の同一性・意識と倫理
11. 認知的侵入
12. 他者と自己
13. 自閉症・社会脳
14. フレーム問題・コネクショニズム
15. 予測誤差最小化理論



2019-S000009402-05哲学Ｂ「教養ゼミ」（結婚と家族を哲学する）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

宮野　真生子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、誰かを「愛」し、「結婚」して、「家族」を
形成するという一連の出来事を哲学的に討論していきます。
じっさいの恋愛・結婚に役立つ心理学や行動学を扱うのではな
く、あくまでも「哲学」として「議論」することが目的です。
　そもそも、なぜ、結婚と恋愛は結びつくのでしょうか。結婚
という関係は、それ以外の自他関係とは違う特別なものと考え
られるのはどうしてなのでしょうか。さらに現在、生殖医療の
進歩により、家族の形が変化しつつあります。そのなかで「家
族」を「家族」たらしめるものとは何なのでしょう。出生前診
断やDV、さらに事実婚の問題などを哲学的・倫理学的に議論
していきます。

　講義授業ではなく「ゼミ」であるため、教師が一方的に哲学
の説明をするという形式ではありません。基本的には、資料を
もとに学生の皆さんが、主体的に考え、意見を出し、反論をし
という形で、ひたすら討論することで掘り下げていきます。
　具体的には、こちらからの導入的講義のあと、グループワー
クや全体討論などをおこないます。したがって、この授業にお
いて、参加者が一度も発言しないということはあり得ません。
ともかく自分の意見を自分の言葉で話す。それが最も大切なこ
とです。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代の結婚と家族をめぐる問題点を理解することができる(知
識・理解)

自身の問題意識に気づき、それを明確に言語化し、他者に伝え
ることができる(技能)

多様な意見を理解し、他者との建設的な議論をつくろうとする
態度をもつ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前にテキストをしっかり読み込んだうえで、わからない言
葉、概念に関しては、必ずあらかじめ調べましょう。知らない
文献に関しては、図書館での調査が必要となります。また、授
業後は、議論の内容を整理したうえで、明らかにならなかった
論点を補う文献を見つけておきましょう。これらの作業を十分
におこなわない場合、授業についていくのが困難になる可能性
があります（予習・復習、各30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

担当箇所の発表およびレジュメの内容（30％）、毎回のディス
カッションにおける発言内容（40％）、学期末のレポート
（30％）にもとづき評価します。演習である以上、出席するの
は当然であり、欠席は大幅な減点となります。また、発表とレ
ジュメおよびレポートについては、十分に資料を集め、それに
基づき自分の見解が述べられているかを評価基準とします。
ディスカッションでは、多角的な視点にたった発言をおこな
い、論理的であるかを評価基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

藤田尚志・宮野真生子編『家族̶共に生きる形とは？』、
ナカニシヤ出版、2016年４月

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　履修に際して特に予備知識は求めませんが、ゼミ形式の
授業のため、主体的に参加し、積極的に学び、調べようと
する高い学習意欲が必要です。毎回、相当量の課題を課
し、それなりの達成度を求めます。したがって、期末試験
がないことを理由にしての履修は、無意味です。
　結婚と家族について考えることは、その素晴らしさを賛
美することなどではなく、むしろ、それらが孕む問題点や
危険性を明らかにしていく作業です。それは、今まで自分
の良しとしていた価値観を根幹からくつがえす作業であ
り、時に、自分の暗部をえぐり出すといった痛みを伴う思
索が必要となります。したがって、「結婚の話とか楽しそ
う」という動機では、授業についていくことは困難かと思
われます。むしろ、「家族なんていらないんじゃないの」
と懐疑的な学生さんを求めます。
　なお、遅刻や無断欠席は大幅な減点となります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１，イントロダクション
２，導入
３，発表と議論
４，発表と議論
５，発表と議論
６，発表と議論
７，発表と議論
８，発表と議論
９，発表と議論
10，発表と議論
11，発表と議論
12，発表と議論
13，発表と議論
14，発表と議論
15，まとめ



2019-S000009407-03宗教学Ａ「教養ゼミ」（現代英米の宗教哲学①）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小笠原　史樹

◎－－－　概要　－－－◎

　現代を生きる上で、様々な宗教に関する一定の知識や理解は
絶対に必要である、と言われる。しかしそもそも、信仰なしに
外側から、各宗教に対して中立的にアプローチすることは可能
なのか。もし可能であるならば、どのような方法があり得るの
か。
　この演習ではそのような方法の実例として、現代英米の宗教
哲学に注目する。最新の入門書である Tim Bayne, Philosophy of
Religion: A Very Short Introduction, 2018 をテキストとし、その
訳読とグループ討論を繰り返しながら、神や信仰を巡る諸問題
について考察する。
　前期は、第二章 “The Concept of God” から読み始める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①現代英米の宗教哲学に関する基礎知識を持ち、正確に説明
できる。(知識・理解)

　②宗教哲学に関する入門的な英語文献を日本語に訳すことが
できる。(技能)

　③宗教哲学の諸問題について、自分の見解を的確に言語化
し、口頭で議論することができる。(技能)

　④様々な宗教思想について学ぼうとする意欲を持つ。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、事前にテキストの該当箇所を日本語訳し、自分
の考えや疑問点をまとめておくこと（120分）。復習として
は、授業中の議論を踏まえてテキストや配布資料を再読し、自
分の訳文や考えを再検討することが求められる（120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業中の発表や質問、討論への貢献度などによる平常点
（60％）とテキストの日本語訳などの課題（40％）に基づいて
評価する。
　テキストの内容を正確に理解しているか、自ら主体的に考え
ようとしているか、という二点を主な評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　Tim Bayne, Philosophy of Religion: A Very Short
Introduction, Oxford University Press, 2018, ISBN
9780198754961.
　テキストの購入方法については初回の授業時に指示す
る。1000円前後で購入可能。

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜、授業中に指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　予備知識は前提しないが、授業への十分な意欲は必要と
される。毎回相当量の課題が課されるため、定期試験がな
いことを理由にしての履修は賢明ではない。
　遅刻や無断欠席、課題提出の遅れなどは決して許されな
い。厳格な受講態度が求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
2. 訳読①
3. グループ討論①
4. 訳読②
5. グループ討論②
6. 訳読③
7. グループ討論③
8. 中間考察
9. 訳読④
10. グループ討論④
11. 訳読⑤
12. グループ討論⑤
13. 訳読⑥
14. グループ討論⑥
15. まとめ



2019-S000009408-03宗教学Ｂ「教養ゼミ」（現代英米の宗教哲学②）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小笠原　史樹

◎－－－　概要　－－－◎

　現代を生きる上で、様々な宗教に関する一定の知識や理解は
絶対に必要である、と言われる。しかしそもそも、信仰なしに
外側から、各宗教に対して中立的にアプローチすることは可能
なのか。もし可能であるならば、どのような方法があり得るの
か。
　この演習ではそのような方法の実例として、現代英米の宗教
哲学に注目する。最新の入門書である Tim Bayne, Philosophy of
Religion: A Very Short Introduction, 2018 をテキストとし、その
訳読とグループ討論を繰り返しながら、神や信仰を巡る諸問題
について考察する。
　後期は、第五章 “The Problem of Evil” から読み始める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①現代英米の宗教哲学に関する基礎知識を持ち、正確に説明
できる。(知識・理解)

　②宗教哲学に関する入門的な英語文献を日本語に訳すことが
できる。(技能)

　③宗教哲学の諸問題について、自分の見解を的確に言語化
し、口頭で議論することができる。(技能)

　④様々な宗教思想について学ぼうとする意欲を持つ。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、事前にテキストの該当箇所を日本語訳し、自分
の考えや疑問点をまとめておくこと（120分）。復習として
は、授業中の議論を踏まえてテキストや配布資料を再読し、自
分の訳文や考えを再検討することが求められる（120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業中の発表や質問、討論への貢献度などによる平常点
（60％）とテキストの日本語訳などの課題（40％）に基づいて
評価する。
　テキストの内容を正確に理解しているか、自ら主体的に考え
ようとしているか、という二点を主な評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　Tim Bayne, Philosophy of Religion: A Very Short
Introduction, Oxford University Press, 2018, ISBN
9780198754961.
　テキストの購入方法については初回の授業時に指示す
る。1000円前後で購入可能。

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜、授業中に指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　予備知識は前提しないが、授業への十分な意欲は必要と
される。毎回相当量の課題が課されるため、定期試験がな
いことを理由にしての履修は賢明ではない。
　遅刻や無断欠席、課題提出の遅れなどは決して許されな
い。厳格な受講態度が求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
2. 訳読①
3. グループ討論①
4. 訳読②
5. グループ討論②
6. 訳読③
7. グループ討論③
8. 中間考察
9. 訳読④
10. グループ討論④
11. 訳読⑤
12. グループ討論⑤
13. 訳読⑥
14. グループ討論⑥
15. まとめ



2019-S000009410-06日本史Ａ「教養ゼミ」（沖縄の歴史を学び米軍基地問題を考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

梶原　良則

◎－－－　概要　－－－◎

　沖縄の歴史に関する啓蒙書の中で高い評価を得ている高良倉
吉氏の『琉球王国』をテキストとして、沖縄の歴史に対する理
解を深め、現在沖縄が抱えている問題、例えば米軍基地問題な
どについて、討論を行う。
　授業の進め方は、ゼミナール（ゼミ）形式の科目なので、学
生によるグループ報告と討論を中心としたものとなる。
　まず、受講生全員が少人数のグループに分かれ分担してテキ
ストおよび関連するテーマについて調査・報告を行い、その報
告に対して全員による質疑応答を行う形で進め、最後に全員で
米軍基地問題など現在の沖縄が抱える問題について討論を行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テキストの内容を理解し、説明することができる。(知識・理
解)

テキストの内容に関連する研究課題を設定することができる。
(知識・理解)

少人数のグループで研究課題に関する調査･報告を行うことが
できる。(技能)

他のグループの報告に対して質問や意見を述べることができ
る。(技能)

自分たちの報告に対する他者の意見を受容する態度を持ってい
る。(態度・志向性)

授業に対して積極的に関わろうとする意欲を持っている。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　受講者全員が必ず行う3回の報告の準備(1500分程度)、次回の
テキスト該当部分を読んでおくなど毎回の授業時間外学習
(1200分程度)が必要となる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミ形式の科目なので定期試験は実施しない。
　下記の１～３を総合的に判断して評価を行う。
１、ゼミに対する主体性・積極性
２、ゼミにおけるグループ報告の内容
３、ゼミの質疑・討論における発言の有無およびその内容

◎－－－　テキスト　－－－◎

高良倉吉『琉球王国』（岩波新書、1993年、￥842 （税
込））

◎－－－　参考書　－－－◎

『新琉球史　古琉球編・近世編・近代現代編』（琉球新報
社、1989-1992年）
安里進他『沖縄県の歴史』（山川出版社、2004年）
その他、テキストに記載されている参考文献を参照。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ゼミ形式の科目なので出席が前提となる。毎回の出席を
前提に、「成績評価基準および方法」に基づいて評価を行
う。
　一年次生を対象とし、全員が報告できるように15名を限
度とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　導入　教養ゼミについて
２　テキストの紹介と調査・報告方法の説明
３　グループ分けと報告内容･順番の決定
４　報告と質疑応答
５　報告と質疑応答
６　報告と質疑応答
７　報告と質疑応答
８　報告と質疑応答
９　報告と質疑応答
10　報告と質疑応答
11　報告と質疑応答
12　報告と質疑応答
13　全体討論
14　全体討論
15　総　括



2019-S000009416-06日本史Ｂ「教養ゼミ」（日本近代史を学び憲法改正問題を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

梶原　良則

◎－－－　概要　－－－◎

　田中彰氏の『小国主義』をテキストとして、小国主義を中心
とする日本近代史の大きな流れを理解したうえで、現在議論を
巻き起こしている問題、例えば憲法改正問題などについて全員
で討論を行う。
　授業の進め方は、ゼミナール（ゼミ）形式の科目なので、学
生によるグループ報告と討論を中心としたものとなる。
　まず、受講生全員が少人数のグループに分かれ、テキストお
よび関連するテーマについて調査・報告を行い、その報告に対
して質疑応答を行う形で進め、最後に全員で小国主義や憲法改
正問題などについて討論を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テキストの内容を理解し、説明することができる。(知識・理
解)

テキストの内容に関連する研究課題を設定することができる。
(知識・理解)

少人数のグループで研究課題に関する調査･報告を行うことが
できる。(技能)

他のグループの報告に対して質問や意見を述べることができ
る。(技能)

自分たちの報告に対する他者の意見を受容する態度を持ってい
る。(態度・志向性)

授業に対して積極的に関わろうとする意欲を持っている。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　受講者全員が必ず行う3回の報告の準備(1500分程度)、次回の
テキスト該当部分を読んでおくなど毎回の授業時間外学習
(1200分程度)が必要となる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミ形式の科目なので定期試験は実施しない。
　下記の１～３を総合的に判断して評価を行う。
１、ゼミに対する主体性・積極性
２、ゼミにおけるグループ報告の内容
３、ゼミの質疑・討論における発言の有無およびその内容

◎－－－　テキスト　－－－◎

田中彰『小国主義』（岩波新書、1999年）￥756

◎－－－　参考書　－－－◎

　テキストに記載されている参考文献の他、授業中にも随
時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ゼミ形式の科目なので出席することが前提となる。毎回
の出席を前提に、「成績評価の方法」に示した基準に基づ
いて評価を行う。
　１年生を対象とし、全員が報告できるように15名を受講
者数の上限とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　導入　教養ゼミについて
２　テキストの紹介と調査・報告方法の説明
３　グループ分けと報告内容・順番の決定
４　報告と質疑応答
５　報告と質疑応答
６　報告と質疑応答
７　報告と質疑応答
８　報告と質疑応答
９　報告と質疑応答
10　報告と質疑応答
11　報告と質疑応答
12　報告と質疑応答
13　討論１
14　討論２
15　総　括



2019-S000009412-07東洋史Ａ「教養ゼミ」（現代中国・アジアについて語る）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山根　直生

◎－－－　概要　－－－◎

　この数年間というもの、日本をふくむ東アジアの国際情勢は
複雑さを増している。経済的には発展傾向にあるにもかかわら
ずどの国でも社会問題は数多く、また、長い相互交流の歴史を
持ちながらも国際関係は穏やかでない。くわえてこれらの問題
を報道し論評する際には、マスコミにせよインターネットにせ
よ、楽観・悲観、友好的・嫌悪的と、非常に極端な姿勢ばかり
が目立つように思われてならない。
　このゼミでは、こうしたアジアの国際関係・相互理解の問題
に関して、歴史学などの成果も交えつつ率直に語り、学んでい
くこととしたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代中国・アジアについての知識を文献やマスメディアから得
る。(知識・理解)

専門分野を異にする人々に向かって発表できる。(技能)

専門分野を異にする人々と議論できる。(技能)

上記にふさわしい態度を体得する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教員からの配布物や自分の作成したレジュメだけでなく、同
クラスの学友らのレジュメも丁寧に整理・保管する習慣をつけ
ること（所要時間不定）。こうした地味な事務作業・情報処理
能力の獲得こそ、研究の第一歩である。さらには、日頃から国
際的報道にアンテナをはっておくこと（同上）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　二回の報告で報告者として資料に基づいた円滑な報告ができ
たか（配点70点程度）、参加者として報告内容を活かした議論
に加われたか（同30点程度）、以上を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　指定しない。ゼミ中に多数紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ゼミ中の私語・飲食・着帽・携帯電話の使用は厳に禁じ
る。発表前の準備にあたっては各自最大限努力すること。
遅刻欠席は一切認めない。四年生の就職活動など、やむを
得ない場合には事前に連絡し許可を得ること。
　ディスカッションに対して積極的な学生の参加を期待す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01.イントロダクション
02.個別発表1-3人目(一人発表25分)①
03.個別発表4-6人目（同上）
04.個別発表7-9人目（同上）③
05.個別発表10-12人目（同上）④
06.個別発表13-15人目（同上）
07.中間総括
08.個別発表二回目1-2人目（一人発表40分）①
09.個別発表二回目3-4人目（同上）
10.個別発表二回目5-6人目（同上）③
11.個別発表二回目7-8人目（同上）④
12.個別発表二回目9-10人目（同上）
13.個別発表二回目11-12人目（同上）⑥
14.個別発表二回目13-14人目（同上）
15.個別発表二回目15人目（同上）⑧、総括



2019-S000009418-07東洋史Ｂ「教養ゼミ」（現代中国・アジアについて語り、議論する）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山根　直生

◎－－－　概要　－－－◎

　この数年間というもの、日本をふくむ東アジアの国際情勢は
複雑さを増している。経済的には発展傾向にあるにもかかわら
ずどの国でも社会問題は数多く、また、長い相互交流の歴史を
持ちながらも国際関係は穏やかでない。くわえてこれらの問題
を報道し論評する際には、マスコミにせよインターネットにせ
よ、楽観・悲観、友好的・嫌悪的と、非常に極端な姿勢ばかり
が目立つように思われてならない。
　このゼミでは、こうしたアジアの国際関係・相互理解の問題
に関して、歴史学などの成果も交えつつ率直に語り、学んでい
くこととしたい。後期では特に「議論」の習熟にも力点を置
く。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代中国・アジアについての知識を文献やマスメディアから得
る。(知識・理解)

専門分野を異にする人々に向かって発表できる。(技能)

専門分野を異にする人々と議論できる。(技能)

上記にふさわしい態度を体得する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教員からの配布物や自分の作成したレジュメだけでなく、同
クラスの学友らのレジュメも丁寧に整理・保管する習慣をつけ
ること（所要時間不定）。こうした地味な事務作業・情報処理
能力の獲得こそ、研究の第一歩である。さらには、日頃から国
際的報道にアンテナをはっておくこと（同上）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　二回の報告で報告者として資料に基づいた円滑な報告ができ
たか（配点70点程度）、参加者として報告内容を活かした議論
に加われたか（同30点程度）、以上を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　指定しない。ゼミ中に多数紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ゼミ中の私語・飲食・着帽・携帯電話の使用は厳に禁じ
る。発表前の準備にあたっては各自最大限努力すること。
遅刻欠席は一切認めない。四年生の就職活動など、やむを
得ない場合には事前に連絡し許可を得ること。
　ディスカッションに対して積極的な学生の参加を期待す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01.イントロダクション
02.個別発表1-3人目(一人発表25分)①
03.個別発表4-6人目（同上）
04.個別発表7-9人目（同上）③
05.個別発表10-12人目（同上）④
06.個別発表13-15人目（同上）
07.中間総括
08.個別発表二回目1-2人目（一人発表40分）①
09.個別発表二回目3-4人目（同上）
10.個別発表二回目5-6人目（同上）③
11.個別発表二回目7-8人目（同上）④
12.個別発表二回目9-10人目（同上）
13.個別発表二回目11-12人目（同上）⑥
14.個別発表二回目13-14人目（同上）
15.個別発表二回目15人目（同上）⑧、総括



2019-S000009414-08西洋史Ａ「教養ゼミ」（「ユダヤ人」から見るヨーロッパの歴史）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

渡邉　裕一

◎－－－　概要　－－－◎

　ヨーロッパとは何でしょうか？　このゼミでは、「他者」の
視点から、この難問へのアプローチを試みたいと思います。
ヨーロッパにとっての「他者」とは誰でしょうか。歴史を振り
返ると、中世ヨーロッパでは「イスラム教徒」や「ユダヤ教
徒」に加え、ローマ・カトリック教会から迫害された多くの
「異端」も他者であった言えるでしょう。あるいは、近世に
ヨーロッパ各地で火刑に処された「魔女」の存在を思い浮かべ
る人も多いかもしれません。また、再洗礼派など宗教的な「急
進派」の存在も忘れるわけにはいきません。彼らは、ナチスに
よるホロコーストに代表されるように、ヨーロッパの歴史を通
じて迫害や追放の憂き目にあってきた社会的な「マイノリ
ティ」でした。
　「他者」の視点からヨーロッパ史を見直すことで、高校の世
界史教科書のような「マジョリティの視点から描かれた歴史」
とは異なるヨーロッパ史の深層に触れることが可能となりま
す。そこで本教養ゼミでは、ヨーロッパ世界の代表的な「他
者」であった「ユダヤ人」に焦点を当て、その歴史を探ってみ
たいと思います。
　授業はゼミ形式で進めていきます。受講者は主体的に課題に
取り組み、発表・討論を重ねることで、ヨーロッパ史について
の理解を深めていただきたいと思います。積極的な姿勢で臨ん
でください。
　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

ユダヤ人の歴史について基本的な知識を身につけ、ヨーロッパ
史におけるその位置づけを的確に理解することができる。(知
識・理解)

自分が知らないテーマについて、適切な文献を探し出し、自ら
で課題を設定することができるようになる。(技能)

自らの問題関心に基づいて課題を設定し、他の履修者が理解で
きるような発表を行うことができるようになる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業中に紹介する図書や文献、映像資料を参考に、主体的・
積極的な学習を進め、理解を深める努力をしてください。予備
知識は必要ありませんが、グループ発表前には、グループ単位
での予習・発表準備が必要になります。また、授業後は各自で
内容の復習を行い（1時間弱）、不明な点は次回の授業で質問
するようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　上記の「到達目標」で示した三つの具体的な目標について、
発表や質問、討論への貢献度等の平常点（60％）およびレポー
ト（40％）により、その到達度を総合的に評価します。平常点
については、主体的な取り組みができたか否かが重要な評価基
準となります。レポートでは、自らで問いを立て、適切な文献
や映像資料を参考にして、その問いに対する独自の見解を導き
出し、それを論理的・客観的な言葉で説得的に叙述できるかど
うかを評価の重要な基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　必要に応じて資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

　授業中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　特別な予備知識は必要ありませんが、主体的・積極的に
授業に参加してください。無断欠席はやめてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．ヨーロッパ史における「他者」
３．ユダヤ人とは？
４．課題の設定
５．文献調査①
６．文献調査②
７．文献調査③
８．中間まとめ
９．グループ発表①
１０．グループ発表②
１１．グループ発表③
１２．グループ発表④
１３．グループ発表⑤
１４．討論
１５．まとめ－「他者」とはだれか？
＊受講者の希望や授業の進度に応じて変更の可能性があり
ます



2019-S000009420-08西洋史Ｂ「教養ゼミ」（「私たち」から見る日米関係史）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

森　丈夫

◎－－－　概要　－－－◎

　誰でも知っているように「アメリカ合衆国」という国は、今
の日本にとてつもなく大きな影響を及ぼしている国です。最大
の貿易相手の一つというだけでなく、日本の経済・外交・内政
を大きく左右し、文化的規範ともなってきました。
　しかし、アメリカとの付き合いは今に始まったことではあり
ません。19世紀半ばのペリーの来航以来、時に近代化の模範と
して、時に敵国として、時に移民の送り先として、時に・・・
と、日本とアメリカは数多くの面で密接な関係を結んできまし
た。現在の日本とアメリカが結んでいる経済・外交・軍事・文
化の関係は、こうした歴史発展の中から生まれてきたものと
いっていいでしょう。
　本ゼミでは、このような日本とアメリカの関係の歴史を学び
たいと思います。授業では、まず現在の日本を観察して、どの
ような形で日本の政治・文化・経済にアメリカが影響を与えて
いるかを考えます。以降、明治から現代までの日米関係史に関
する勉強を行います。
　授業では、受講生全員が参考文献の読解やビデオ鑑賞を行な
い、共通の知識を身に着けた上で意見交換を行います。半期を
通じて、およそ全体の７割の授業で、受講者全員に参考文献の
読解が求められます。文献は論文や本の一部です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日米関係史の理解から、現代の日本社会においてアメリカが持
つ意味を説明できるようになる。(知識・理解)

日米関係史の理解から、現在の日本社会の問題点を論じること
ができるようにする。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

受講生は毎回の授業の準備として、必ず参考文献の読解とミ
ニッツペーパーの作成を行うこと。1時間程度の時間を必要と
する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

参考文献を読解する、ないしはビデオを鑑賞するなどし、その
内容を理解した上で、意見を形成できたかどうかを評価の基準
とする。配点は、ミニッツペーパー（①課題のテキストを予習
し、指定した問いについて意見を述べる、②ビデオを鑑賞し、
指定した問いについて意見を述べる）7割、授業中の意見発表3
割。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・およそ半期全体の７割の授業で、受講者全員に参考文献
の読解が義務づけられます。
・ゼミは、学生が主体となって行うので、出席は必須とな
ります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．日米関係を理解する
３．日本人にとってのアメリカ
４．在日米軍基地問題
５．戦前の日米関係①
６．戦前の日米関係②大衆社会
７．戦前の日米関係③アメリカのイメージ
８．太平洋戦争
９．太平洋戦争期のアメリカのイメージ
１０．戦後の日米関係①
１１．戦後の日米関係②占領と日本人
１２．戦後の日米関係③安保条約
１３．戦後の日米関係④安保闘争
１４．戦後の日米関係⑤アメリカと大衆文化
１５．総括　

　　　



2019-S000009422-02日本文学Ａ「教養ゼミ」（日本近代文学を読む）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

中野　和典

◎－－－　概要　－－－◎

　「日本文学Ａ」（明治から昭和初期の日本文学）の講義で取
り上げる作品を少人数で精読し、それについて全体討論をする
ことによって、受講生が能動的に知識と思考力と対話能力を身
につけることをめざす。
　このゼミで取り上げる作品はいずれも有名なものばかりだ
が、なぜこれらが高い評価を受けているのか、また、各受講生
がそれをどう評価するのか、が全体を貫く問いである。
　各回の前半に教員がそれらの作品について講義を行い、後半
はそこから抽出される問題について受講者全員で討論を行う。
講義の内容は、作者と作品についての概要、先行研究、映像作
品との比較の大きく３つである。年代順に作品を読んでいくこ
とによって、最終的には明治から昭和初期にかけて日本文学が
どのようにその可能性を広げていったのかという問題について
理解を深めてもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

明治期から昭和初期の日本文学について基本的な知識を身につ
けることができる。(知識・理解)

明治期から昭和初期の日本文学が描いた問題について考え、議
論し、論述することができる。(技能)

明治期から昭和初期の日本文学について興味・関心を持つこと
ができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（事前）講義で取り上げる作品は文庫等で簡単に読めるので、
できるだけ事前に読んでおくこと。（90分）
（事後）配付資料をよく見直しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　全体討論への参加の積極性50％とレポート50％を総合して評
価する。
　講義で取り上げる作家と作品とその研究動向について、どの
程度まで正確に説明できているかを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。
　

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　少人数での精読と討論を要（かなめ）とする授業なので
無断欠席は厳禁。
　日本近代文学を通して真摯に何かを学ぼうとする姿勢を
持つ学生の受講を強く希望する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　森鴎外『舞姫』精読と討論１
　２　森鴎外『舞姫』精読と討論２
　３　森鴎外『舞姫』精読と討論３
　４　樋口一葉『たけくらべ』精読と討論１
　５　樋口一葉『たけくらべ』精読と討論２
　６　樋口一葉『たけくらべ』精読と討論３
　７　夏目漱石『こころ』精読と討論１
　８　夏目漱石『こころ』精読と討論２
　９　夏目漱石『こころ』精読と討論３
１０　川端康成『伊豆の踊子』精読と討論１
１１　川端康成『伊豆の踊子』精読と討論２
１２　川端康成『伊豆の踊子』精読と討論３
１３　宮沢賢治『銀河鉄道の夜』精読と討論１
１４　宮沢賢治『銀河鉄道の夜』精読と討論２
１５　宮沢賢治『銀河鉄道の夜』精読と討論３



2019-S000009422-09日本文学Ａ「教養ゼミ」（徒然草読解―「考える」から「書く」へ―）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山田　洋嗣

◎－－－　概要　－－－◎

　徒然草の作者兼好は鎌倉後期から南北朝を生きた歌人であ
る。その時代において兼好は多くのことを経験し多くのことを
考えた。徒然草には多岐にわたる深い思考を通じてその時代に
感応し、語るさまざまな事柄と、それをつづっていく兼好自身
が読み取れる。そこにみられるのは当時の文化、文明と、それ
を見る複眼的に自由に動く目と思考である。このような点に注
意して徒然草を読み解いていきたい。あわせて「考える」とい
うことはどのようなことか、「書く」ということはどのような
ことか、そういったことも捉えられればと考えている。
　徒然草は誰でも知っている古典である。中世からすでに人々
に影響を与え、江戸時代には出版されて広く読まれ、古典とし
て定着して現代に至る。従って、これは現代に生きるわれわれ
の文化でもあり、われわれ自身でもある。このような点で、中
世を読むことがすなわち現代を読むことにもなり、彼方に思い
を馳せることが自らを知ることにもなるかと思う。
　授業は、作品をその言葉を丁寧にたどって読むことから始め
る。読みながら生れる疑問を解決すべく調べ、意見を出しあっ
てともに考え、自分自身の読み取りを作り上げたい。言葉の調
べ方、文章の捉え方、調査の方法や問題発見の方法、またその
論じ方などはそのつどその場で示していく。受講者は章段を分
担して図書館等で調査し、考えをまとめたうえで発表し、それ
をもととして全員で討論を行う。このような作業と読解を通し
て、自らを文芸の中に投じる楽しみ、それがわれわれを動かす
力を感じ、何よりそこから得られる喜びを得ることができるで
あろう。
　「授業計画」に記した各段を予定しているが、受講者の希望
があれば適宜入れ換えてよい。読解を通じて、ものごとを捉
え、「考える」とはどういうことか、それを「書く」とはどう
いうことか、また我々がそれを「読む」とはどういうことなの
かを考察したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

徒然草と兼好について概括的に理解し説明することができる。
(知識・理解)

自らの調査と考察によって古典の文章を正確に読解できるよう
になり、それをふまえて考え方や思想を帰納的に抽出すること
ができる。(技能)

作品から読み取れる思想について自身の考えを持ち、批判でき
るようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　受講者は授業の前に当該章段を読み、その記述や考えについ
て自分の意見を持っておくこと。また授業後はその段について
のまとめを自ら記録しておくこと。予習・復習、各一時間程度
の時間が必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験によらず、普段の授業の中で評価する。読解力や調
査の仕方、資料のまとめ方、問題を発見する力、あるいは討論
の際の意見などを総合的に判断して評価する（80%）。各段の
終りに総括する意見を求め、これを上記各条の成果に加えて評
価する（20%）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは指定しない。徒然草のテキストは活字によっ
て多数出版されており、それらを比較対照することも読解
の一助となるからである。文庫本など手に入りやすいもの
でよいが、徒然草の全文が入っているものを自身が開講前
に選び用意すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

　授業中、その進展、特に章段が扱っている問題によって
指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この「日本文学Ａ」と「日本文学Ｂ」は視点を変えつつ
異なった章段を読むので、Ａ・Ｂ両方を受講して差し支え
ない。授業中に自分の意見を積極的、活発に発言できる学
生、またそのような能力を身につけたい学生の受講を望
む。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　序段　つれづれなるままに
２　第一段　いでやこの世にうまれては
３　第二段　いにしへのひじりの御代
４　第三段　よろづにいみじくとも
５　第五段　不幸に憂へ沈める人の
６　第六段　わが身のやんごとなからんにも
７　第七段　あだしのの露きゆる時なく
８　第十段　家居のつきづきしく
９　第十一段　神無月のころ
10　第十二段　同じ心ならん人と
11　第十三段　ひとり灯火のもとに
12　第十四段　和歌こそ面白きものなれ
13　第十五段　いづくにもあれ
14　第十八段　人はおのれをつづまやかにし
15　全体のまとめ〈徒然草と兼好〉



2019-S000009428-08日本文学Ｂ「教養ゼミ」（日本近代の短篇小説を読む）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

永井　太郎

◎－－－　概要　－－－◎

　この教養ゼミでは、授業一回につき短い小説を一つ読んでい
く。いずれも有名な作品であったり、教科書に取り上げられた
作品であり、比較的読みやすいものである。ゼミでは、まず前
もってテキストをレジメにしたものを配布する。配布されたテ
キストを読んできてもらい、その作品の解釈に関する質問をプ
リントにしたものに答えてもらう。作品の解釈には、人によっ
て様々な意見の相違がある。参加者には、作品の解釈の問題に
ついて、自ら考え、ある立場に立ち、ゼミでは、自らの立場か
ら、他の人と討論をしてもらう。漠然と好きだ、嫌いだ、よく
わからないというのではなく、自分の意見をきちんと考え、他
の人に対してその意見の根拠を表明すること、そして同時に、
自分の考えとは違う他人の意見を聞き、それに対して、理解
し、反論することを求める。なお、授業計画に記したのは去年
取り上げた作品である。若干変更することもある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

文学作品に対する自分の意見を根拠をもって説明できる。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　
次の授業までに、作品本文の掲載されたレジメを必ず読んでく
ること（３０分）。
復習
授業で読んだ作品を読み直して、演習で出た他の人の意見を踏
まえて、自分なりに考えなおすこと（３０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

作品に関する自分の意見を十分な根拠に基づいて説明できてい
るのかを評価の基準とする。
評価方法は授業ごとに提出するレポート（５０％）と授業にお
ける発言及び内容（５０％）による。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。こちらで準備したレジメを配付
して授業を行う。

◎－－－　参考書　－－－◎

特にない

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　小説について自分の意見を述べる授業なので、小説が好
きな人、小説について考えるのが好きな人が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1、ガイダンス
2、夏目漱石「第一夜」
3、芥川龍之介「羅生門」
4、宮沢賢治「注文の多い料理店」
5、安部公房「赤い繭」
6、向田邦子「かわうそ」
7、太宰治「葉桜と魔笛」
8、三島由紀夫「復讐」
9、梶井基次郎「檸檬」
10、菊池寛「三浦右衛門の最後」
11、志賀直哉「小僧の神様」
12、中島敦「文字禍」
13、芥川龍之介「藪の中」
14、井伏鱒二「山椒魚」
15、まとめ



2019-S000009428-09日本文学Ｂ「教養ゼミ」（徒然草読解―見えるものと見るもの―）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山田　洋嗣

◎－－－　概要　－－－◎

　徒然草の作者兼好は鎌倉後期から南北朝を生きた歌人であ
る。その時代において兼好は多くのことを経験し多くのことを
考えた。徒然草には多岐にわたる深い思考を通じてその時代に
感応し、語るさまざまな事柄と、それをつづっていく兼好自身
が読み取れる。そこにみられるのは当時の文化、文明と、それ
を見る複眼的に自由に動く目と思考である。このような点に注
意して徒然草を読み解いていきたい。あわせて「考える」とい
うことはどのようなことか、「書く」ということはどのような
ことか、そういったことも捉えられればと考えている。
　徒然草は誰でも知っている古典である。中世からすでに人々
に影響を与え、江戸時代には出版されて広く読まれ、古典とし
て定着して現代に至る。従って、これは現代に生きるわれわれ
の文化でもあり、われわれ自身でもある。このような点で、中
世を読むことがすなわち現代を読むことにもなり、彼方に思い
を馳せることが自らを知ることにもなるかと思う。
　授業は、作品をその言葉を丁寧にたどって読むことから始め
る。読みながら生れる疑問を解決すべく調べ、意見を出しあっ
てともに考え、自分自身の読み取りを作り上げたい。言葉の調
べ方、文章の捉え方、調査の方法や問題発見の方法、またその
論じ方などはそのつどその場で示していく。受講者は章段を分
担して図書館等で調査し、考えをまとめたうえで発表し、それ
をもととして全員で討論を行う。このような作業と読解を通し
て、自らを文芸の中に投じる楽しみ、それがわれわれを動かす
力を感じ、何よりそこから得られる喜びを得ることができるで
あろう。
　「授業計画」に記した各段を予定しているが、受講者の希望
があれば適宜入れ換えてよい。読解を通じて、兼好がなにを見
たのか、なぜそれを見ることができたのか、「見る」とはどう
いうことかを考察したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

徒然草と兼好について概括的に理解し説明することができる。
(知識・理解)

自らの調査と考察によって古典の文章を正確に読解できるよう
になり、それをふまえて考え方や思想を帰納的に抽出すること
ができる。(技能)

作品から読み取れる思想について自身の考えを持ち、批判でき
るようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　受講者は授業の前に当該章段を読み、その記述や考えについ
て自分の意見を持っておくこと。また授業後はその段について
のまとめを自ら記録しておくこと。予習・復習、各一時間程度
の時間が必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験によらず、普段の授業の中で評価する。読解力や調
査の仕方、資料のまとめ方、問題を発見する力、あるいは討論
の際の意見などを総合的に判断して評価する（80%）。各段の
終りに総括する意見を求め、これを上記各条の成果に加えて評
価する（20%）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは指定しない。徒然草のテキストは多数出版さ
れており、それらを比較対照することも読解の一助となる
からである。文庫本など手に入りやすいものでよいが、徒
然草の全文が入っているものを自身が開講前に選び用意す
ること。

◎－－－　参考書　－－－◎

　授業中、その進展、特に章段が扱っている問題によって
指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この「日本文学Ａ」と「日本文学Ｂ」は視点を変えつつ
異なった章段を読むので、Ａ・Ｂ両方を受講して差し支え
ない。授業中に自分の意見を積極的、活発に発言できる学
生、またそのような能力を身につけたい学生の受講を望
む。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　序段　つれづれなるままに
２　第十九段　折節の移り変はるこそ
３　第二十二段　何事も古き世のみぞ
４　第二十五段　飛鳥川の淵瀬常ならぬ世
５　第三十段　人の亡きあとばかり
６　第三十一段　雪のおもしろう降りたりし朝
７　第三十二段　九月廿日のころ
８　第三十六段　久しくおとづれぬころ
９　第三十八段　名利につかはれて
10　第三十九段　ある人法然上人に
11　第四十段　因幡の国に
12　第四十一段　五月五日賀茂の競馬を
13　第四十三段　春のくれつかた
14　第四十五段　公世の二位のせうとに
15　全体のまとめ〈徒然草と兼好〉



2019-S000009426-08西洋文学Ａ「教養ゼミ」（Speculative Japan 2）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

Reading literature helps you understand your world.
Talking about the different meanings of each piece of literature helps you
develop your thinking and discussion skills.
You will be developing your own opinion as you practice agreeing and
disagreeing, partially agreeing, and partially disagreeing.

You will be given a short test at the beginning of every class, so you can
show that you have successfully completed the homework and understood the
basic themes of each story.

You will study how to read and discuss short stories.
You will take part in discussion activities.
By the end of the course, you will be able to agree and disagree with other
students as you about the main themes of a short story.

We will talk about the way Japan is imagined in the Speculative Japan
stories. As we imagine the future possibilities of Japan, we will think about
Japan now.

Group activities will include:
Participating in discussions
Helping other students when they do not understand
Asking questions when you do not understand
Working together to score the individual presentation of other students

Individual activities will include:
Preparing a powerpoint set of discussion questions
Making a brief presentation about some aspect of Japanese life that is
thematically connected to the weekly reading

Although the class is taught in English, some students might mix Japanese
and English at the beginning of the course. As the course goes on, hopefully
more English will be spoken. It is also possible that exchange students will
take this course. Fukuoka University students and exchange students should
help each other.

◎－－－　到達目標　－－－◎

You will read the stories in Japanese or English. (知識・理解)

You will talk about each story in Japanese or English. (技能)

You will talk about the stories in Japanese or English using the frameworks
developed in class. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Please complete your homework BEFORE class: 90 minutes preparation per
week.
You will read the stories in Japanese or English.
You will make notes comparing the various stories.
Reading the homework: checking anything you do not understand.
Preparing for presentations and discussions.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Punctual class attendance, with the reading homework finished before
coming to class, and with the textbook ready to actively participate in
discussions 70%
Individual presentation 20%
Individual role in group 10%

I will not explain the evaluation system in class. You must read it for
yourself.

◎－－－　テキスト　－－－◎

Speculative Japan 第二巻
"The Man Who Watched the Sea" and Other Tales of Japanese
Science Fiction and Fantasy

ISBN-13: 978-4-902075-18-2

◎－－－　参考書　－－－◎

http://www.kurodahan.com/mt/j/catalog/j0025cate.html
http://www.kurodahan.com

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Theoretically, this should be fun for you.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course overview: individual presentations, group evaluation of
individual presentations (Score and reasons for that score).
2安房 直子
"A Gift from the Sea" 海からの贈り物
翻訳：Sheryl A. HOGG
3 円城 塔
"Freud" Freud
翻訳：Kevin STEINBACH
4 大原 まり子
"The Whale that Sang on the Milky Way Network" 銀河ネット
ワークで歌を歌ったクジラ
翻訳：Nancy H. ROSS
5 小川 一水
"Old Vohl's Planet" 老ヴォールの惑星
翻訳：Jim HUBBERT
6 恩田 陸
"The Big Drawer" 大きな引き出し
翻訳：Nora Stevens HEATH
7 梶尾 眞治
"Emanon: A Reminiscence" おもいでエマノン
翻訳：Edward LIPSETT
8 北國 浩二
"Midst the Mist" 靄の中
翻訳：Rossa O'MUIREARTAIGH
9 小林 泰三
"The Man Who Watched the Sea" 海を見る人
翻訳：Anthea MURPHY
10 高樹 のぶ子
"Melk's Golden Acres" メルクの黄金畑
翻訳：Dink TANAKA
11 2009 黒田藩プレス翻訳賞受賞作
谷甲 州
"Q-Cruiser Basilisk" 仮装巡洋艦バシリスク
翻訳：Simon VARNAM
12 中井 紀夫
"Mountaintop Symphony" 山の上の交響楽
翻訳：Terry GALLAGHER
13 堀 晃
"Open Up" 開封
翻訳：Roy BERMAN
14 山尾 悠子
"Perspective" 遠近法
翻訳：Ginny Tapley TAKEMORI
15 Course review



2019-S000009432-08西洋文学Ｂ「教養ゼミ」（Speculative Japan 3）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

Reading literature helps you understand your world.
Talking about the different meanings of each piece of literature helps you develop
your thinking and discussion skills.
You will be developing your own opinion as you practice agreeing and
disagreeing, partially agreeing, and partially disagreeing.

You will be given a short test at the beginning of every class, so you can show that
you have successfully completed the homework and understood the basic themes
of each story.

You will study how to read and discuss short stories.
You will take part in discussion activities.
By the end of the course, you will be able to agree and disagree with other students
as you about the main themes of a short story.

We will talk about the way Japan is imagined in the Speculative Japan stories. As
we imagine the future possibilities of Japan, we will think about Japan now.

Group activities will include:
Participating in discussions
Helping other students when they do not understand
Asking questions when you do not understand
Working together to score the individual presentation of other students

Individual activities will include:
Preparing a powerpoint set of discussion questions
Making a brief presentation about some aspect of Japanese life that is thematically
connected to the weekly reading

Although the class is taught in English, some students might mix Japanese and
English at the beginning of the course. As the course goes on, hopefully more
English will be spoken. It is also possible that exchange students will take this
course. Fukuoka University students and exchange students should help each other.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Reading literature helps you understand your world. (知識・理解)

Talking about the different meanings of each piece of literature helps you develop
your thinking and discussion skills. (技能)

You will be developing your own opinion as you practice agreeing and
disagreeing, partially agreeing, and partially disagreeing. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Please complete your homework BEFORE class: 90 minutes preparation per week.
You will read the stories in Japanese or English.
You will make notes comparing the various stories.
Reading the homework: checking anything you do not understand.
Preparing for presentations and discussions.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken). Each week, the class is
the exam.

Students who arrive late, or without their student ID, will be treated as absent.
Missing the beginning of each class means not understanding what has happened in
the previous week and not understanding the goals for that particular class.

Punctual class attendance, with the reading homework finished before coming to
class, and with the textbook ready to actively participate in discussions 70%
Individual presentation 20%
Individual role in group 10%

I will not explain the evaluation system in class. You must read it for yourself.

◎－－－　テキスト　－－－◎

Speculative Japan 3
ISBN: 978-4-902075-30-4
http://www.kurodahan.com
Kurodahan Press Book No. FG-JP0024-L
For Japanese versions of this collection of short stories, please go to the Speculative
Japan 2 webpage and click on the Japanese link for each story. Please buy the
Japanese book from amazon.co.jp (Some books are ¥1より).

◎－－－　参考書　－－－◎

http://www.kurodahan.com/mt/e/catalog/jp0024cate.html
http://www.kurodahan.com/

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

It is very important that you attend EVERY class. If you must be absent, please email
me _before_ class. It is also very important that you complete the READING
HOMEWORK _before_ class.
Remember the main points of every class: what is new for you?
If you do not understand the direction of the class, ask questions.
When giving your presentation, do not read. You must speak to your audience and
make eye contact.
Remember spinach: 報告、連絡、相談.
Being late for class is calculated as an absence.
Forgetting your textbook is calculated as an absence.
Forgetting your student card is calculated as an absence.
You must attend class to pass the course.
注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course introduction
2 Japanese documentary DVD about some aspect of Japanese life
3 朝松　健
"A White Camellia in a Vase" 立華　白椿
翻訳： Joe EARLE
綾辻行人
"Heart of Darkness" 心の闇
翻訳: Daniel JACKSON
4 小川 一水
"To the Blue Star" 青い星まで飛んでいけ
翻訳: Edward LIPSETT
5 Japanese documentary DVD about some aspect of Japanese life
6 恩田 陸
"The Warning" 忠告
翻訳：Mikhail S. IGNATOV
2010年黒田藩プレス翻訳賞受賞作品
7 加門七海
"A Piece of Butterfly's Wing"  蝶の断片
翻訳：Angus TURVILL
2011年黒田藩プレス翻訳賞課題作品
8 菅 浩江
"Five Sisters" 五人姉妹
翻訳: Ginny Tapley TAKEMORI
8 Japanese documentary DVD about some aspect of Japanese life
9 高野 史緒
"Lest You Remember" 空忙の鉢
翻訳: Jim HUBBERT
10 藤田 雅矢
"Angel French" エンゼルフレンチ
翻訳: Pamela IKEGAMI
11 松崎 有理
"The Finish Line" あがり （第１回創元SF短編賞受賞）
翻訳: Nora Stevens HEATH
皆川 博子
"Sunset" 夕陽が沈む
翻訳: Karen SANDNESS
9 Japanese documentary DVD about some aspect of Japanese life
10 森 奈津子
"It's All Thanks to Saijō Hideki"　西城秀樹のおかげです
翻訳: Anthea MURPHY
11 山田 正紀
"Silver Bullet" 銀の弾丸
翻訳: Stephen CARTER
12 Japanese documentary DVD about some aspect of Japanese life
13 Japanese documentary DVD about some aspect of Japanese life
14 Discussion as course review: what have you learned this semester? What was
important for you?
15 Course review: how has your way of reading literature changed?



2019-S000009451-08法学Ａ「教養ゼミ」（人権総論・統治機構）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

守谷　賢輔

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、憲法学に関する基本的な論点を、判例や学説
を素材に検討することを目的としています。共通教育科目の講
義「日本国憲法」や「法学」においても、同様の論点が扱われ
ますが、時間の制約などから詳細に論じることが困難なことが
少なくありません。
　そこで、この授業ではゼミという特質を活かし、主として人
権総論と統治機構に関する諸問題を詳しく検討し、憲法学の論
点をより深く理解する機会とします。
　2人程度を１つのグループとし、報告の担当を決めます。担
当者は報告テーマに関係する資料を読み、報告内容や方法を含
めグループ内で議論をしたうえで、レジュメを作成してくださ
い。報告担当者以外の人は指定された資料を読み、最低限１つ
の質問を出来るように準備してください。
　資料を読み、内容をまとめ、他の人に分かりやすく報告を
し、質疑応答をする作業は、理解を深め、今まで気づかなかっ
た問題を発見できる非常に貴重な機会です。
　皆の前で話すことが得意な人も苦手な人も、それぞれの個性
を活かしながら積極的に参加し、チャレンジしてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法に関する基本的知識を習得していること。(知識・理解)

Wordを用いて分かりやすいレジュメを作成できること。(技能)

質疑・討論に積極的に参加すること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　報告を担当する人は、最低1週間かけて報告準備をしてくだ
さい。分かりやすいレジュメを作成し、論点を明確に報告でき
るようにしてください。
　報告を担当しない人は、報告テーマに関係する資料を読み、
事前に質問したいことを考えておいてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　担当した報告の内容、質疑・討論での発言、建設的な議論へ
の貢献等を総合的に判断して評価します。出席は単位取得の前
提であるので、欠席の回数により減点および不可の対象となり
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

大学生のための憲法　ISBN 4589039079
憲法判例百選Ⅰ〔第6版〕　ISBN 4641115176
憲法判例百選Ⅱ〔第6版〕　ISBN 4641115184

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　出席さえしていれば単位を取得できるだろう、という安
易で勉強意欲のない人は、履修を遠慮してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２～１４．報告と討論
１５．総括



2019-S000009452-08法学Ｂ「教養ゼミ」（人権各論・統治機構）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

守谷　賢輔

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、憲法学に関する基本的な論点を、判例や学説
を素材に検討することを目的としています。共通教育科目の講
義「日本国憲法」や「法学」においても、同様の論点が扱われ
ますが、時間の制約などから詳細に論じることが困難なことが
少なくありません。
　そこで、この授業ではゼミという特質を活かし、主として人
権各論と統治機構に関する諸問題を詳しく検討し、憲法学の論
点をより深く理解する機会とします。
　2人程度を１つのグループとし、報告の担当を決めます。担
当者は報告テーマに関係する資料を読み、報告内容や方法を含
めグループ内で議論をしたうえで、レジュメを作成してくださ
い。報告担当者以外の人は指定された資料を読み、最低限１つ
の質問を出来るように準備してください。
　資料を読み、内容をまとめ、他の人に分かりやすく報告を
し、質疑応答をする作業は、理解を深め、今まで気づかなかっ
た問題を発見できる非常に貴重な機会です。
　皆の前で話すことが得意な人も苦手な人も、それぞれの個性
を活かしながら積極的に参加し、チャレンジしてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法に関する基本的知識を習得していること。(知識・理解)

Wordを用いて分かりやすいレジュメを作成できること。(技能)

質疑・討論に積極的に参加すること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　報告を担当する人は、最低1週間かけて報告準備をしてくだ
さい。分かりやすいレジュメを作成し、論点を明確に報告でき
るようにしてください。
　報告を担当しない人は、報告テーマに関係する資料を読み、
事前に質問したいことを考えておいてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　担当した報告の内容、質疑・討論での発言、建設的な議論へ
の貢献等を総合的に判断して評価します。出席は単位取得の前
提であるので、欠席の回数により減点および不可の対象となり
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

大学生のための憲法　ISBN 4589039079
憲法判例百選Ⅰ〔第6版〕　ISBN 4641115176
憲法判例百選Ⅱ〔第6版〕　ISBN 4641115184

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　出席さえしていれば単位を取得できるだろう、という安
易で勉強意欲のない人は、履修を遠慮してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２～１４．報告と討論
１５．総括



2019-S000009456-08経済学Ａ「教養ゼミ」（マクロ経済学の基礎）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

玉田　桂子

◎－－－　概要　－－－◎

このゼミでは、経済学の初心者を対象にマクロ経済学を学びま
す。マクロ経済学は経済学を学ぶ上で欠かすことのできない分
野の一つで、主に一国全体の経済の動きを学びます。マクロ経
済学を理解することによって経済政策のみならず日常の人々の
行動が明らかになるので、ぜひ積極的に勉強してほしいと思い
ます。このゼミを受講して現在日本が抱えている年金の問題や
財政問題について自分なりの考えを持てるようになるはずで
す。公務員を志望している人達にも試験に対応できるようなゼ
ミにする予定です。
　ゼミは、テキストの担当個所を報告者が報告する形をとりま
す。報告に際しては、担当教官や報告者以外の人達からの質問
に答えられるようにテキストを読み込み、どのような質問がく
るのかについてあらかじめ想定して報告に臨むことが望ましい
です。報告に当たっていない人達は、基本的なことであって
も、臆せずどんどん質問してほしいと思います。経済学は積み
重ねの学問なので、自分の担当個所だけ理解することはできま
せん。自分の担当以外の箇所もしっかり理解し、わからなかっ
たら遠慮せずに質問してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マクロ経済学の修得を通して、自ら考えた結果を他のゼミ生に
もわかりやすく説明できる能力及び討論できる能力を身につけ
ている。(技能)

マクロ経済学や日本経済についての知識・技能に好奇心をも
ち、その知識や技能を実社会において役立たせようとする姿勢
を身につけている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：テキストを用いた予習（90分）
事後学習：ゼミの中で提起された問題を自分の言葉でまとめる
（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への貢献度（報告や報告者への質問など）60%、報告点
（報告内容がどの程度詳細に調べられているかによる）40%に
よる。無断の欠席、遅刻は低評価の要因となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『マクロ経済学の第一歩』2013年　柴田章久, 宇南山卓著
　有斐閣　1900円＋税　ISBN978-4641150065

◎－－－　参考書　－－－◎

マクロ経済学の第一歩　ISBN 978-4641150065

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

出席しているだけでは単位はとれません。テキストを読
み、分かりやすいようにまとめ、報告することを心がけて
ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）イントロダクション
２）マクロ経済学とは
３）GDPについて
４）経済成長と技術
５）消費の決定
６）投資の決定
７）労働市場とマクロ経済
８）労働市場の特殊性
９）所得分配と格差
１０）再分配政策
１１）政府支出の役割
１２）リカードの中立命題
１３）少子高齢化
１４）開放経済
１５）まとめ

受講者の理解度により内容を変更することがある。



2019-S000009457-08経済学Ｂ「教養ゼミ」（労働経済学からキャリアを考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

玉田　桂子

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、労働経済学の観点から職業について読み解い
ていきます。経済学は難しそうに見えたり関係ないように感じ
たりする人もいるかもしれませんが、就職するにあたって、経
済学の知識は役に立ちます。自分の就きたい職業での賃金が年
齢とともにどう変化していくのか、またその職業を取り巻く環
境、技術の発展とともにその職業はどのように変化していくの
かを考えることは非常に重要であり、経済学の知識を使ってこ
れらのことを自分で考察することは可能です。まだ就職先につ
いて考えていない人もこのゼミを通して様々な職業についてイ
メージを持つことができるはずです。
　ゼミの進め方は、ゼミ生をグループに分け、それぞれ１つの
テーマを担当してもらいます。１つの講義につき１つの担当箇
所をグループ全員で報告してもらいます。報告に際しては、担
当教官や報告者以外の人たちからの質問に答えられるように十
分に統計や経済学の専門用語について調べて報告してくださ
い。必要に応じてグラフの作成も行ってもらいます。報告に当
たっていない人たちは、基本的なことであっても、臆せずどん
どん質問してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済学の観点から日本の労働市場についての理解を深める(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：経済学用語や職業・産業に関する統計についてイン
ターネット等で調べる。（90分）
事後学習：ゼミの中で提起された問題を自分の言葉でまとめ
る。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への貢献度（報告や報告者への質問など）60%、報告点
（報告内容がどの程度詳細に調べられているかによる）40%に
よる。無断の欠席、遅刻は低評価の要因となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

職業の経済学　ISBN 978-4502238215
『職業の経済学』中央経済社　阿部正浩・菅万理・勇上和
史編著

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

出席しているだけでは単位はとれません。分かりやすいよ
うにまとめ、報告することを心がけてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.　イントロダクション
２.　グラフの書き方・公的統計の探し方
３.　会社の中の仕事
４.　製造業の仕事
５.　建設業の仕事
６.　情報通信技術の仕事
７.　卸売・小売業の仕事
８.　金融業の仕事
９.　教育・学習支援業の仕事
10.　医療・福祉の仕事
11.　サービス業の仕事
12.　公務員の仕事
13.　これからの職業構造について考える
14.　自分の職業選び
15.　まとめ

受講者の理解度により内容を変更することがある。



2019-S000009464-09地理学Ａ「教養ゼミ」（現実世界の多様性を考えるⅠ）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

磯田　則彦

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習では、さまざまな国や地域を取り上げ、そこにみられ
る社会や文化などを考察することにより、現実世界の多様性に
ついて理解を深めたい。現在、世界には197の国と複数の地域
が存在するが、そこには異なる人種、さまざまな民族が暮らし
ている。彼らが形成してきた社会や文化は多様であり、日本と
諸外国では多くのことが異なっている。われわれは海外旅行に
より「非日常的な世界」への“トリップ”を期待するし、滞在
先の外国で日本の常識が常識とはならないことも経験的に知っ
ている。では、この差異を「当然存在するもの」としてどのよ
うに受け止め、どのように理解すればよいのであろうか。「外
（外国）と内（日本）」を知ることで、国際社会に主体的に生
きる人間としての教養を深めたい。なお、演習においては、受
講者各自に特定の国や地域に関して、あるテーマを設けて分担
発表をしていただく予定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

世界の国々や地域について、その特徴を理解し説明できる。
(知識・理解)

演習で取り上げる国や地域について、適切なプレゼンテーショ
ンやレポートの作成などを行うことができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各回の演習内容の理解を進めるために、演習時間以上の予
習・復習を行ってください（演習１時間あたり２時間程度。具
体的には、発表レジュメの見直しや専門用語・各種統計の理解
など）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　分担発表（35％）、レポートの内容（35％）、平常点（出席
状況・ゼミでの発言状況（質問・意見など）・建設的な議論へ
の貢献度など）（30％）により評価する。具体的には、世界の
さまざまな国や地域に関する各種事象や地理学的な専門用語を
適切に理解できているかを重視する。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　なし。配布資料により演習を行う。

◎－－－　参考書　－－－◎

　地図帳および各国要覧など

◎－－－　授業計画　－－－◎

①　イントロダクション
②　レジュメの作成と発表のしかたについて
③　分担発表(1)
④　分担発表(2)
⑤　分担発表(3)
⑥　分担発表(4)
⑦　分担発表(5)
⑧　分担発表(6)
⑨　分担発表(7)
⑩　分担発表(8)
⑪　分担発表(9)
⑫　分担発表(10)
⑬　分担発表(11)
⑭　分担発表(12)
⑮　まとめ



2019-S000009464-08地理学Ａ「教養ゼミ」（現代世界の諸課題）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

鴨川　武文

◎－－－　概要　－－－◎

　この教養ゼミは地理学のゼミである。グローバル化した現代
において、地理学を学ぶ意義はいっそう増している。世界73億
人の人類はともに共生の道を模索しなければならないが、それ
には相互依存の現状を知ることが不可欠である。そのためには
各国・地域のおかれた環境や生活・文化を理解することが必要
であり、さらには、人口問題、食料問題、環境問題、資源・エ
ネルギー問題などの地球的課題の現状を深く理解することが求
められる。これらの課題について地球的な規模で考察をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代世界の諸課題について、具体例を説明することができる。
(知識・理解)

現代世界の諸課題について、課題ごとに文献検索や統計資料の
収集を行うことができる。(知識・理解)

現代世界の諸課題について、自分自身の課題として日常的に考
えるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

①指定した教科書を事前に読んでおくこと。
②ゼミの復習を行って、専門用語の意味を理解しておくこと。
③ゼミの予習を行って、専門用語の意味の下調べを行うこと。
④教科書の担当箇所を熟読してレジュメを作成し、必要な統計
資料などを準備しておくこと。また、予習・復習には、授業時
間に相当する90分程度をかけて欲しい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
教科書の分担箇所(課題)について、十分なデータを集めたか、
そのデータに基づいて自分の言葉で正確に説明できているかを
評価の基準とする。
②評価方法
教科書の分担箇所(課題)についての事前の下調べおよびその内
容に関するプレゼンテーション能力、また、演習時に提供され
る資料などにより評価する。
③割合
ゼミでの発表を50％、課題への積極的な取り組みを50％として
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新詳資料　地理の研究　帝国書院 2019年　933円　
ISBN 978-4-8071-6239-0　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

世界の自然および世界における人間の経済活動・文化・社
会などに関心をもち、これらに関する基礎的な知識を有す
ることが望ましい。また、ゼミでは積極的な発言が求めら
れる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　教養ゼミについて
２　レジュメの作成および発表方法の説　　明
３　文献検索の方法
４　統計資料の所在と収集
５　テーマに沿ったプレゼンテーション
６　テーマに沿ったプレゼンテーション
７　テーマに沿ったプレゼンテーション
８　テーマに沿ったプレゼンテーション
９　テーマに沿ったプレゼンテーション
10 テーマに沿ったディスカッション
11 テーマに沿ったディスカッション
12 テーマに沿ったディスカッション
13 テーマに沿ったディスカッション
14 テーマに沿ったディスカッション
15 教養ゼミのまとめ



2019-S000009465-09地理学Ｂ「教養ゼミ」（現実世界の多様性を考えるⅡ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

磯田　則彦

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習では、前期に引き続き、さまざまな国や地域を取り上
げ、そこにみられる社会や文化などを考察することにより、現
実世界の多様性について理解を深めたい。今日、世界の国々や
地域は、多かれ少なかれグローバリゼーションやローカリゼー
ションの影響を受けて変容している。たとえば、中国は「世界
の工場」として大きく成長してきたし、日本は輸送機械や情報
通信機械工業などをはじめとして海外現地生産を展開してい
る。各メーカーは、車や家電製品などを海外の市場で販売する
にあたり、現地の人々の価値観や行動・生活様式などを詳細に
分析しなければ売り上げを伸ばすことはできないであろう。こ
の点において、まさに「異文化理解」が求められるのである。
本演習では、21世紀序盤の変貌する国々や地域をさまざまな角
度から考察することにより、国際社会に主体的に生きる人間と
しての知識と教養を深めたい。なお、ゼミの形式としては、受
講者各自に特定の国や地域に関して、あるテーマを設けて分担
発表をしていただく予定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

世界の国々や地域について、その特徴を理解し説明できる。
(知識・理解)

演習で取り上げる国や地域について、適切なプレゼンテーショ
ンやレポートの作成などを行うことができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各回の演習内容の理解を進めるために、演習時間以上の予
習・復習を行ってください（演習１時間あたり２時間程度。具
体的には、発表レジュメの見直しや専門用語・各種統計の理解
など）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　分担発表（35％）、レポートの内容（35％）、平常点（出席
状況・ゼミでの発言状況（質問・意見など）・建設的な議論へ
の貢献度など）（30％）により評価する。具体的には、世界の
さまざまな国や地域に関する注目すべきトピックスや地理学的
な専門用語を適切に理解できているかを重視する。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　なし。配布資料により演習を行う。

◎－－－　参考書　－－－◎

　地図帳および各国要覧など

◎－－－　授業計画　－－－◎

①　イントロダクション
②　レジュメの作成と発表のしかたについて
③　分担発表(1)
④　分担発表(2)
⑤　分担発表(3)
⑥　分担発表(4)
⑦　分担発表(5)
⑧　分担発表(6)
⑨　分担発表(7)
⑩　分担発表(8)
⑪　分担発表(9)
⑫　分担発表(10)
⑬　分担発表(11)
⑭　分担発表(12)
⑮　まとめ



2019-S000009465-08地理学Ｂ「教養ゼミ」（現代日本の諸課題）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

鴨川　武文

◎－－－　概要　－－－◎

　この教養ゼミは地理学のゼミであり、地域のもつ特色を明ら
かにすることが地理学の目的である。たとえば、日本全体とし
ては少子化ではあるが、個々の地域についてみると多くの子ど
もが生まれている地域も存在する。こうした地域差が生じる背
景を明らかにすることが地理学の研究である。また、現代日本
には、高齢化、少子化、グローバル化、情報化、格差、環境問
題など多くの課題があり、これらの課題に対してさまざまな取
り組みが行われており、これらの課題について考察をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代日本の諸課題について、具体例を説明することができる。
(技能)

現代日本の諸課題について、課題ごとに文献検索や統計資料の
収集を行うできる。(技能)

現代日本の諸課題について、自分自身の課題として日常的に考
えるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

①指定した教科書を事前に読んでおくこと。
②ゼミの復習を行って、専門用語の意味を理解しておくこと。
③ゼミの予習を行って、専門用語の下調べを行うこと。
④教科書の担当箇所を熟読してレジュメを作成し、必要な統計
資料などを準備しておくこと。また、予習・復習には、授業時
間に相当する90分程度をかけて欲しい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
教科書の分担箇所(課題)について、十分なデータを集めたか、
そのデータに基づいて自分の言葉で正確に説明できているかを
評価の基準とする。
②評価方法
教科書の分担箇所(課題)についての事前の下調べおよびその内
容に関するプレゼンテーション能力、また、演習時に提供され
る資料などにより評価する。
③割合
ゼミでの発表を50％、課題への積極的な取り組みを50％として
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新詳資料　地理の研究　帝国書院 2019年 933円
ISBN 978-4-8071-6239-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日本の自然および日本における人間の経済活動・文化・社
会などに関心をもち、これらに関する基礎的な知識を有す
ることが望ましい。また、ゼミでは積極的な発言が求めら
れる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　教養ゼミについて
２　レジュメの作成および発表方法の説　　明
３　文献検索の方法
４　統計資料の所在と収集
５　テーマに沿ったプレゼンテーション
６　テーマに沿ったプレゼンテーション
７　テーマに沿ったプレゼンテーション
８　テーマに沿ったプレゼンテーション
９　テーマに沿ったプレゼンテーション
10 テーマに沿ったディスカッション
11 テーマに沿ったディスカッション
12 テーマに沿ったディスカッション
13 テーマに沿ったディスカッション
14 テーマに沿ったディスカッション
15 教養ゼミのまとめ



2019-S000009466-04心理学Ａ「教養ゼミ」（犯罪の原因とその治療）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大上　渉

◎－－－　概要　－－－◎

この教養ゼミでは，警察の科学捜査研究において検査･鑑定等
に従事してきた，担当教員の経験を活かし，なぜ人は犯罪を行
うのか，その原因を探る犯罪原因論及び，犯罪者の効果的な治
療法について，発表や討論などを通じて理解を深めることを目
的としている。
　具体的には，テキスト「入門犯罪心理学」（原田隆之著）を
用いて，メンバーが各章分担し，担当章の内容を，テキスト以
外に自主的に調査した話題も交えながら，他のゼミメンバーに
わかりやすく解説するスタイルで進めていく。
　また，発表者以外のゼミメンバーは，該当箇所を予習してお
き，発表予定箇所の概要や，関連する話題，質問などをレポー
トとしてまとめ，メンバー全員に配布しておく（A4判用紙。分
量は最低200字～400字。数字･英字は半角。必ず学籍番号，氏
名，該当箇所を記載すること）。発表時に全ゼミメンバーが発
表や予習で得た知識をもとに理解を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

犯罪心理学及びそれに関連する心理学の基礎的な理論や知見に
ついて解説できる。(知識・理解)

パワーポイントファイルの作成やそれを用いた発表が行える。
(技能)

犯罪の原因や犯罪者の処遇などを，犯罪･事件に関する報道な
どから日常的に考えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

①　毎週事前に次回の範囲を予習し，概要や質問などをレポー
トとしてまとめておくこと（90分）
②　発表者は担当箇所を読みこみ，専門用語を調べ，意味を理
解し，レジュメやパワーポイントを作成すること（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　発表内容（60%），予習質問票の内容（20%），受講態度・
課題への取組み姿勢（20%）などによって評価する。
　評価に際しては，「到達目標」欄に記載した３点を満たして
いるかを基準にする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

原田隆之著「入門犯罪心理学」（税別820円）ちくま新書

◎－－－　参考書　－－－◎

森 丈弓 (著)「犯罪心理学―再犯防止とリスクアセスメント
の科学」　ISBN 978-4779511516
松浦直己 (著)「非行・犯罪心理学――学際的視座からの犯
罪理解」　ISBN 978-4750341880
日本犯罪心理学会 (編)「犯罪心理学事典」　ISBN
978-4621089552

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①理論や現象の記憶の定着を測定するために小テストを行
う。
②当日，発表できなかった場合は単位修得は非常に困難で
ある。
③担当箇所はこちらで割り振る。
④無断の遅刻や欠席は，発表者や他のメンバーに迷惑をか
けることから，ペナルティを課し大幅に減点する。
⑤毎回出席したとしても質問やコメントの記載がみられな
い場合，あるいは演習への積極的な取り組みがみられない
場合も大幅に減点する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション及び担当章の割り当て
2　パワーポイントを用いたプレゼンテーションのコツ
3　数値データの縮約：視覚化と統計量
4　個人発表及び全員での討議
5　個人発表及び全員での討議
6　個人発表及び全員での討議
7　個人発表及び全員での討議
8　個人発表及び全員での討議
9　個人発表及び全員での討議
10 個人発表及び全員での討議
11 個人発表及び全員での討議
12 個人発表及び全員での討議
13 個人発表及び全員での討議
14 個人発表及び全員での討議
15 ゼミの振り返り



2019-S000009467-04心理学Ｂ「教養ゼミ」（科学捜査と心理学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大上　渉

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは，警察の科学捜査研究所において検査･鑑定等
に従事してきた，担当教員の経験を活かし，刑事司法や犯罪捜
査において心理学が貢献している領域，例えば目撃証言や捜査
面接（事情聴取），虚偽検出，犯人像推定，人質交渉などの知
見や理論を解説する。これにより社会的問題の解決に心理学が
どのように活用されているのかをメンバーが解説し，皆で共有
する。これにより，現実の刑事司法的問題に心理学がどのよう
に活用されているのかを学び，心理学への興味・関心を深め
る。
　具体的には，テキスト「犯罪捜査の心理学」（越智啓太著・
新曜社）を用いて，メンバーが各章分担し，担当章の内容を，
テキスト以外に自主的に調査した話題も交えながら，他のゼミ
メンバーにわかりやすく解説するスタイルで進めていく。ま
た，発表者以外のゼミメンバーは，該当箇所を予習しておき，
発表予定箇所の概要や，関連する話題，質問などをレポートと
してまとめ，メンバー全員に配布しておく（A4判用紙。分量は
最低400字。数字･英字は半角。学籍番号，氏名，該当箇所を記
載すること）。発表時に全ゼミメンバーが発表や予習で得た知
識をもとに理解を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

犯罪心理学及びそれに関連する心理学の基礎的な理論や知見に
ついて解説できる。(知識・理解)

パワーポイントファイルの作成やそれを用いた発表が行える。
(技能)

犯罪捜査や犯罪の原因などを，犯罪･事件に関する報道などか
ら日常的に考えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

①　毎週事前に次回の範囲を予習し，概要や質問などをレポー
トとしてまとめておくこと（90分）
②　発表者は担当箇所を読みこみ，専門用語を調べ，意味を理
解し，レジュメやパワーポイントを作成すること（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　発表内容（60%），予習質問票の内容（20%），受講態度・
課題への取組み姿勢（20%）などによって評価する。
　評価に際しては，「到達目標」欄に記載した３点を満たして
いるかを基準にする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

越智啓太 著　「犯罪捜査の心理学」（本体2,300円+税）新
曜社　ISBN 978-4788514416

◎－－－　参考書　－－－◎

「テキスト 司法・犯罪心理学 」（越智啓太･桐生正幸編
著）　ISBN 978-4762829758

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①理論や現象の記憶の定着を測定するために小テストを行
う。
②当日，発表できなかった場合は単位修得は非常に困難で
ある。
③担当箇所はこちらで割り振る。
④無断の遅刻や欠席は，発表者や他のメンバーに迷惑をか
けることから，ペナルティを課し大幅に減点する。
⑤毎回出席したとしても質問やコメントの記載がみられな
い場合，あるいは演習への積極的な取り組みがみられない
場合も大幅に減点する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション及び担当章の割り当て
2　パワーポイントを用いたプレゼンテーションのコツ
3　数値データの縮約：視覚化と統計量
4　個人発表及び全員での討議
5　個人発表及び全員での討議
6　個人発表及び全員での討議
7　個人発表及び全員での討議
8　個人発表及び全員での討議
9　個人発表及び全員での討議
10 個人発表及び全員での討議
11 個人発表及び全員での討議
12 個人発表及び全員での討議
13 個人発表及び全員での討議
14 個人発表及び全員での討議
14 個人発表及び討論
15 ゼミの振り返り



2019-S000009504-07物理科学入門「教養ゼミ」（ためして物理を理解する）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岩山　隆寛

◎－－－　概要　－－－◎

　私たちは、地球をとりまく大気という空気の底で暮らしてい
ます。空気の存在は普段意識することはありませんが、私たち
の頭の上には1平方メートル当たり約10トンもの空気が存在し
ています。このような空気の存在やその濃淡は気圧計によって
はかることができます。気圧はヘクトパスカルという単位でし
ばしば計られますが、その数値が水平方向にどのように分布し
ているか、鉛直方向にどのように変化しているか、気圧が低い
場合と高い場合とで日常経験することにどのような影響が現れ
るか、を実験や実習を通じて学んでみます。
　全部で4種類の実験、実習を行う予定です。実験は受講生各
人がそれぞれ作業したり、受講生を少人数のグループに分け
て、グループ単位で実施したりします。
　履修上の留意点にも書いているように、遅刻や欠席はしない
でください。1つのテーマを複数の週に渡って継続して行いま
すので、休んだり欠席すると授業の進行についていけなくなり
ます。もしグループで行うテーマの場合には、グループのメン
バーに迷惑が掛かります。もし，出席できない場合は必ず連絡
をしてください。休んだ分の作業（予習・復習）について詳細
な指示を行います．
　小型気圧計を用いた実測では、地下鉄に乗って地下鉄車内の
気圧の変化、駅構内の気圧の変化などを計ります。電車代が必
要になりますので、注意してください。（地下鉄の1日乗車券
（620円）等を購入して計測に行きます。）

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な物理実験の原理や方法が理解できる(知識・理解)

実験で得られた成果を表やグラフ、報告書としてまとめること
ができる
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業計画を参考に、キーワードについて下調べをしておいてく
ださい。インターネットや図書館を利用して下調べには30～60
分程度かかると思います。復習はテーマによって異なります。
講義の復習には配布資料を読み直すなどで30分程度かかるで
しょう。天気図の作成では、天気図記号やデータを各自自宅で
天気白地図に記入してもらいます。この作業には30～60分程度
かかると思います。実測したデータを自宅に持ち帰って表やグ
ラフにまとめる作業も30分程度かかると思います。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験は実施しません。授業中の態度（5割）と表やグラ
フ、実験報告書などの提出物の内容（5割）で評価します。態
度については授業に積極的に参加しているかどうかを、提出物
については正しい用語が使われているか、論理に矛盾はない
か、座標軸や単位は適切か、などをチェックします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストはありません。授業の進行に従って資料（プリン
ト）を配布します。配布した資料は毎回忘れずに持ってき
てください。

◎－－－　参考書　－－－◎

木下是雄著/理系の作文技術　ISBN 978-4121006240
わかりやすい天気図の話　ISBN 4-907664-52-4
小倉義光　ISBN 978-4-13-062725-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻や欠席をしないこと。ほかのメンバーに迷惑がかかり
ますし、テーマは複数の週にわたって行うので、欠席する
と各自の授業の受講に大きな影響があります。加減乗除や
平方根の計算ができる程度の電卓を持参してください（ス
マートフォンで代用できます）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～４.天気図の作成
 1.天気図の書き方に関する講義
 2.気象通報の聞き取り
 3.気象通報の聞き取りと白地図への記入
 4.天気図の完成
５～７.気圧計を用いた高度の測定
 5.原理の説明
 6.実測
 7.結果のまとめと考察
８～１２.Arduinoを用いた小型気圧計の作成
 8.Arduinoや電子部品の説明
 9.気圧計の作成
 10.小型気圧計を使った実測(1)
 11.小型気圧計を使った実測(2)
 12.結果のまとめと考察
１３～１４.減圧実験
 13.減圧機の作成
 14.減圧機を使った実験
１５.まとめ



2019-S000009508-08生活と環境の化学「教養ゼミ」（衣食住の実験化学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松原　公紀

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、今後の日常生活で必要とされる化学に関する教養を実
験およびその後の調査・議論を通して身に付けていくことを目的として
います。
　日本人の科学リテラシーは他の先進国と比べ非常に低いことが知られ
ています。しかし身の回りにある化学的なことがらの中で、日常生活に
役立つ知識は専門的な難しい知識をほとんど必要としていません。中学
校まで、できれば高校1年生までの理科の知識があれば十分理解できま
す。加えて、このような科学的な教養は日常生活の中で役に立つことが
非常に多いのです。例えば、私たちは加工食品の添加物、食品の保存容
器、衣類、さらに車や家電製品、住宅など、きりがないほどの化学製品
と直接接していますが、それらについて全く知識を持たず、評価もせず
に安易に使うことは、思わぬ危険を伴う場合があります。すなわち、企
業が利益を優先した結果、安価で安全性の低い商品を市場に出すことも
あるわけです。また一般市民が科学的知識を持っていないことを利用し
た「えせ科学」にだまされる場合も多いでしょう。これらは私たちの健
康的な生活に直結しています。また放射能汚染、二酸化炭素の排出など
の環境問題やゴミのリサイクルなどの化学的事柄についての知識も一般
常識となりつつあります。
　そこで、実験の結果だけではなく、それらに関する話を通して、これ
まで何気なく見過ごしていた身の回りの物質、現象が化学的に理解でき
ることを学び、生活の中のどのような面で化学的な視点が必要になるの
か、学んでいきます。また化学的な知識が現代社会ではインターネット
を通じて簡単に得られることも学びます。
　初回は実験を安全に行うための講習などを行います（注:初回は必ず出
席すること！２回目からの教室が異なるため、初回に出席できない場合
には必ず連絡するように）。2回目からは1回おきに実験を行います。実
験はランダムに組み合わせた２～３名を１組で行い、次の回までに簡単
なレポート課題を作成し、提出します。
　実験をしない回では、まず化学的な事柄とは何かを理解し、化学に関
連しつつ、自分の興味ある内容の事件や時事問題などを話題提供できる
ようにします。化学の関わる社会面、生活面での問題などを取り上げ、
人文的な側面の中に埋没している化学的側面を拾い上げられるように進
めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活や環境の中で化学的な事柄とは何か、理解して説明できる。(知
識・理解)

日常生活や社会的な事柄の中から化学的な事柄を抽出し、興味を抱くこ
とができる。(態度・志向性)

実験の結果をよく観察し、記述することができる。(技能)

情報機器や各種メディアを活用して化学的な情報を得るとともに、それ
を理解して活用しようとするようになる。(技能)

化学的な事柄について、教員および他の学生と社会的な側面から積極的
に議論できるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　実験の前の週に実験内容・その背景に関する資料を配布します。それ
らについて、あらかじめできるだけ読んでおくように。資料中には、時
間外に調査が必要な課題が一つ入っているので、インターネットや書籍
を使って調査してください。
　また、化学に関連しつつ、自分の興味ある内容の事件や時事問題など
を話題提供できるように、インターネットや新聞などを利用して調査す
ること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準：化学的な視点から物事を捉え課題に取り組んだか、化学的
な情報を収集し、解釈できたか、ゼミの中での議論や実験に積極的に参
加できたか、を評価する。
　評価方法：出席を前提とし、試験は行わない。2週間ごとに提出を課す
簡単な実験レポート課題への取り組み25％、話題提供のための調査課題
への取り組み25％、実験・議論への参加姿勢50％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に定めない。

◎－－－　参考書　－－－◎

井上祥平著　はじめての化学（生活を支える基礎知識）　
（化学同人）
斎藤勝裕著　楽しくわかる化学（わかる化学シリーズ１）
　（東京化学同人）
他、化学入門書

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校の化学の履修の有無に関係なく、まずは実験を楽し
んで。このため、好奇心が旺盛であること、教官や他の学
生との議論に積極的であることなどが求められます。ま
た、扱いに注意の必要な物質も使うため、事故などを起こ
さないよう、実験にはきちんとした心構えが必要です。な
お、白衣、保護メガネは実験時に配布します。これらは必
ず着用して実験に臨んでください。
　身近な事柄についての話題提供については、理解が難し
いと感じたときには何時でも指導教員に尋ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　化学的な知識とは何か　一般生活で必要な化学の知識
の必要性について　実験上の注意など
2　ナイロンをつくる（実験）
3　プラスチックおよび繊維、リサイクルについて
4　もち米とうるち米の違いを知る（実験）
5　食品について
6　ハンカチを青く染める（実験）
7　染料や塗料、接着剤、環境汚染について
8　ポリフェノールの色の変化（実験）
9　医薬品について
10　香料の元になる物質を嗅いでみよう（実験）
11　食品添加物について
12　化学発光（ルミノールの発光現象）の実験（実験）
13　高機能性材料について
14　バターをつくる（実験）
15　食品加工の化学について　まとめ


