
2019-S000009401-09哲学Ａ「BB」（眼がスクリーンになるとき）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部２時限　　試験時間割：2019/07/29　夜２限　　

平井　靖史

◎－－－　概要　－－－◎

時間と心の哲学者アンリ・ベルクソンの考えに基づいて、現代
のフランス哲学者ジル・ドゥルーズが書き上げたイメージの映
画論、『シネマ』。
非常に浩瀚かつ難解と知られる同書を、一歩一歩読みほぐす、
最新の解読書が、教科書として用いる福尾匠氏の『眼がスク
リーンになるとき』である。

哲学的な思考方法を身につけるためには、相当量の知識と綿密
な訓練が必要である。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われる。

幅広い現代の問題に通じる哲学的なアイデアを、詳細に検討す
ることで、皆さん自身が正確かつ柔軟な思考の技能を身につけ
ることが目指されている。

授業は講義形式で行われる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ベルクソン、ドゥルーズおよび映画の哲学について、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、論理的な吟味ができるよ
うになる。
(技能)

当たり前を疑い、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)　－－－◎

事前予習としては、次回に講義で利用する範囲を読んでおくこ
と。３０分～１時間程度。
他方で、慣れない哲学的な思索を身につけるためには、相当量
の事後復習が必須です。必ず、授業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授業での議論
（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　－－－◎

期末の筆記テストによる。
期末テストは、授業で紹介した議論の理解度、知識の定着度、
哲学的議論への習熟度を判定基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福尾匠『眼がスクリーンになるとき』フィルムアート社、
2018年。

◎－－－　参考書　－－－◎

ベルクソン『意識に直接与えられたものについての試論』
（合田正人・平井靖史訳）ちくま学芸文庫　
ベルクソン著・ドゥルーズ編『記憶と生』未知谷、1999年
　
ベルクソン、『物質と記憶』（岩波文庫）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

豊富なトピックを扱うので、一度でも授業で言及した内容
については授業後にしっかり調査・復習して、身につけな
ければならない。
試験問題は授業内で扱った議論からまんべんなく出題され
るため、出席率の低さは成績に一定の仕方で反映されるこ
とになります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 映画と哲学
2. 『シネマ』と映画
3. ベルクソンにおけるイメージと運動
4. 映画的錯覚とは何か
5. 運動イメージの分化
6. 運動イメージの種別化
7. 全体とフィギュール
8. 運動から時間へ
9. 零次性としての知覚イメージ
10. 眼がスクリーンになるとき
11. 結晶イメージ
12. 過去の共存と現在の同時性
13. 第三の時間イメージ
14. 瞬間と持続
15. ベルクソンとドゥルーズ



2019-S000009402-09哲学Ｂ「BB」（ベルクソン『物質と記憶』を読む）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部２時限　　試験時間割：2020/01/20　夜２限　　

平井　靖史

◎－－－　概要　－－－◎

時間と心の哲学者アンリ・ベルクソンの主著『物質と記憶』を
最新のすぐれた訳である杉山直樹訳を用いて解読する。

哲学的な思考方法を身につけるためには、相当量の知識と綿密
な訓練が必要である。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われる。

幅広い現代の問題に通じる哲学的なアイデアを、詳細に検討す
ることで、皆さん自身が正確かつ柔軟な思考の技能を身につけ
ることが目指されている。

授業は講義形式で行われる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ベルクソンの『物質と記憶』における諸論点について、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、論理的な吟味ができるよ
うになる。
(技能)

当たり前を疑い、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)　－－－◎

事前予習としては、次回に講義で利用する範囲を読んでおくこ
と。３０分～１時間程度。
他方で、慣れない哲学的な思索を身につけるためには、相当量
の事後復習が必須です。必ず、授業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授業での議論
（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　－－－◎

期末の筆記テストによる。
期末テストは、授業で紹介した議論の理解度、知識の定着度、
哲学的議論への習熟度を判定基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ベルクソン『物質と記憶』杉山直樹訳、光文社古典新訳文
庫、2019年。
同署は数多くの訳本が出ているので、間違って別訳を購入
しないように注意すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

ベルクソン『意識に直接与えられたものについての試論』
（合田正人・平井靖史訳）ちくま学芸文庫　
ベルクソン著・ドゥルーズ編『記憶と生』未知谷、1999年
　
ベルクソン、『物質と記憶』（岩波文庫）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

豊富なトピックを扱うので、一度でも授業で言及した内容
については授業後にしっかり調査・復習して、身につけな
ければならない。
試験問題は授業内で扱った議論からまんべんなく出題され
るため、出席率の低さは成績に一定の仕方で反映されるこ
とになります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. イマージュ
3. 純粋知覚
4. 進化と意識
5. アフェクション
6. 記憶と知覚
7. 二つの記憶と二つの再認
8. 運動図式
9. 想起
10. 現在と過去
11. 純粋記憶
12. 物質と時間
13. 凝縮とクオリア
14. 時間と自由
15. まとめ



2019-S000009403-05論理学Ａ「BB」（論理学の初歩）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部２時限　　試験時間割：2019/07/25　夜２限　　

林　誓雄

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、「論理の力」の基礎を鍛える。「論理の力」
とは、最も簡単に言うならば（1）自分の考えを相手にきちん
と伝え、そして（2）伝えられたものをきちんと受け取る力の
ことであり、ひと言で「言葉を自在に扱う力」、「日本語の
力」のひとつである。
　もちろん、すでにわれわれは「日本語を話す」ことができて
いるわけだから、日本語について（ほぼ完璧に）マスターして
いる、そう思われるかもしれない。しかしながら、日本語を
「話す」ことができるからといって、優秀なレポートや（卒
業）論文を「書く」ことができるということにはならない。レ
ポートや論文を書く上では、資料となる本や論文を論理的に読
み解き、筆者の議論の論理構造をきちんと把握し、自分なりに
咀嚼・再構成した上で、その意見に対する是非を論理的に証明
しながら述べるということが求められる。このときに必要とな
るものこそ、「論理の力」である。
　この授業ではまず、論理学の基礎中の基礎である接続表現や
指示表現の使い方を一から確認し直すことにする。そして毎回
の演習を通して「論理の力」の基礎を鍛錬しながら、最終的に
研究書や研究論文を論理的に読み解き、なおかつ自分で議論を
論理的な仕方で作成できる力を養うことに繋げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 接続表現や指示表現の使い方をマスターする。 (知識・理
解)

(2) 議論の構造を的確につかまえることができるようになる。
(技能)

(3) 論理的に文章を読み解き、論理的に文章を書くことができ
るようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　論理学を学ぶ上で重要なことは、実際に問題を解く（演習を
する）ことである。そのため、授業では宿題として、いくつか
課題を課すことがあるので、その課題を必ずこなしてから、次
回の授業に臨むこと。当然のことながら、宿題をする前に、そ
の回に学んだことについて、毎回少なくとも30分は復習をする
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果（100%）で評価する。定期試験では、授業
内容を理解し、それぞれの単元で学んだことを十分理解したう
えで解答できていることを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。適宜レジュメを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

野矢茂樹『新版論理トレーニング』産業図書、2006年　
ISBN 978-4782802113

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この授業では、論理学の中でも基礎中の基礎を学んでも
らう。自分の「ことばの力」を、基本に立ち返って一から
確認したいという人たちの参加を期待する。
　なお、論理学を学ぶ上で最も重要なことは、実際に演習
を繰り返すこと（練習問題を数多く解くこと）である。授
業内での演習がメインとなるため、理由なき遅刻や欠席は
許されない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション
02. 接続表現の使い方-1
03. 接続表現の使い方-2
04. 指示表現と議論の接続
05. 確認テスト
06. 確認テストの解説
07. 議論の構造をつかまえる-1
08. 議論の構造をつかまえる-2
09. 議論の構造をつかまえる-2
10. 論証構造の分析-1
11. 論証構造の分析-2
12. 演繹と推測
13. 確認テスト
14. 確認テストの解説
15. まとめ

※ この授業計画は、進度に応じて一部変更される可能性
があります。



2019-S000009404-05論理学Ｂ「BB」（批判する技術）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部２時限　　試験時間割：2020/01/23　夜２限　　

林　誓雄

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、本や論文を論理的に読み解き、そしてそこで
述べられている主張の是非について考え、最終的に自分の意見
を相手に正確に伝える技術の習得を目指す。その技術習得の一
環として、前半のパートでは特に演繹的推論の技術を正確に使
いこなす訓練を行なう。後半のパートでは前半で学んだことを
踏まえ、自分で議論を構築できるようになることを目指し、本
や論文で書かれている主張に対して論理的に批判する力を養
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 演繹と帰納がそれぞれどのような意味なのかを理解し、そ
れらの間の区別ができるようになる。 (技能)

(2) 議論の構造を的確につかまえることができるようになる。
(技能)

(3) 批判的な視点から文章を読み解き、疑問点などを挙げるこ
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)　－－－◎

　論理学を学ぶ上で重要なことは、実際に問題を解く（演習を
する）ことである。そのため、授業では宿題として、いくつか
課題を課すことがあるので、その課題を必ずこなしてから、次
回の授業に臨むこと。当然のことながら、宿題をする前に、そ
の回に学んだことについて、毎回少なくとも30分は復習をする
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果（100%）で評価する。定期試験では、授業
内容を理解し、それぞれの単元で学んだことを十分理解したう
えで解答できていることを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。適宜レジュメを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

野矢茂樹『新版論理トレーニング』産業図書、2006年　
ISBN 978-4782802113

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この授業では、論理学の中でも基礎中の基礎を学んでも
らう。自分の「ことばの力」を、基本に立ち返って一から
確認したいという人たちの参加を期待する。
　なお、論理学を学ぶ上で最も重要なことは、実際に演習
を繰り返すこと（練習問題を数多く解くこと）である。授
業内での演習がメインとなるため、理由なき遅刻や欠席は
許されない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション
02. 二種類の導出：演繹と推測
03. 仮説形成と暗黙の前提
04. 他の仮説の消去
05. 逆・裏・対偶-1
06. 逆・裏・対偶-2
07. 確認テスト
08. 確認テストの解説
09. 否定
10. 全称文と存在文
11. 複合問題の演習
12. 存在文を含む論証と消去法
13. 背理法
14. 確認テスト
15. まとめ

※ この授業計画は、進度に応じて一部変更される可能性
があります。



2019-S000009405-09倫理学Ａ「BB」（プライバシーの倫理）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：土・二部１時限　　試験時間割：2019/07/27　夜１限　　

安居　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　生命を奪われるのと昼食を食べ損なうのとでは、どちらが重
大事でしょうか。答えは、肉食獣の狩りの成功率が予想外に低
いことを部分的に説明します。では、七歳の少女が誘拐されて
殺され犯人も捕まらないのと、街路や商店、駅などに増え続け
る監視カメラが与える漠然とした圧迫感とでは、どちらが重要
でしょうか。公共の安寧秩序とプライバシーの権利が司法の場
で争うことはたまにありますが、プライバシー側の勝利が報じ
られるのは希です。そもそも彼らは、公の場で振るべき旗を間
違えているのではないでしょうか。軍隊で最下級の兵卒のこと
を、英語でプライベートというのは偶然ではありません。

　狩りの成功率がいかに低かろうと、弱肉強食の食物連鎖が存
在することは厳然たる事実です。同様に、私の実存の中心付近
にある、ちっぽけで脆弱な部分が、自身の手を離れて第三者
（政府や企業など）の統制下に入るとき、私の生は、ほぼその
名に値しないものに変貌する可能性があります。その悪夢は、
カフカの不条理小説や全体主義下の人々の生活を描いたドキュ
メンタリーなどに見られる通りです。

　そもそも私のプライバシーは、公共性から疎外された純粋な
残余というわけではありません。生老病死をはじめとする私の
最も個人的な体験は、集合的にはもちろん社会的な意味を持
ち、近年のビッグデータは、そのことを改めて可視化したもの
と考えられます。

　本講では、政治哲学、社会科学、情報倫理などの知見を借り
ながら《公共的なもの》と《私秘的なもの》の錯綜した関係を
解き明かしたいと思います。学生諸君の「世界の見通しが良く
なること」、「今まで見えなかったものが見えるようになるこ
と」に繋がれば幸いです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　プライバシーの概念とその変遷を、思想史の問題として説明
できる。(知識・理解)

　プライバシーに関わる具体的問題を、法制度上の権利と技術
的な基盤の双方に関連づけて論じることができる。(技能)

　当該問題の枠を超えて、広い視野と寛容な態度を得ることが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習は、参考文献に目を通したり、シラバス上のキーワード
をネット検索で事前に調べるなどして行ってください。復習を
する場合は、個々の内容も大事ですが、項目間の関係などを理
解することに重点を置くべきかと。学習時間としては、１回当
り30分くらいで十分でしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価の基準は、上記の到達目標を参照してください。評価の
割合は、定期試験８割と講義中の課題２割による総合評価とし
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　多岐にわたるため、講義で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校程度の社会・公民の知識があることが望ましいです
が、履修の前提ではありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．導入講義
　　　「やましいことは何もない」？
　２．《公共性》の諸相
　３．「人間の条件」概説
　４．イディオテスとプリヴァートゥス
　５．プライバシーの伝統的概念
　６．セグメントの問題
　７．データ・スティグマ
　８．「個人の尊重」原則の４つの層
　９．法制度の現状と基礎的理解
　10．プライバシー保護の技術的基盤
　11．アーキテクチャとは何か
　12．「超個人主義」とフィルターバブル
　13．道徳の工学的実装？
　14．システムの外部としての倫理
　15．要約と落ち穂拾い



2019-S000009406-09倫理学Ｂ「BB」（統治と倫理）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：土・二部１時限　　試験時間割：2020/01/25　夜１限　　

安居　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　たとえば、地域の公園に浮浪者が寝泊まりするのを防ぐにはどう
すればいいでしょうか。管理人を常駐させますか。それとも監視カ
メラを設置してネット経由で最寄りの警察署に繋げましょうか。
「スマートな解」の一つは、横になれないようベンチの中ほどに手
すりを付けるというものです。より費用はかさみますが、公園のト
イレの個室が定刻になると（おそらく未明頃）自動的に水で洗浄さ
れる装置も導入すべきで、こちらも実現されています。

　不快な例を連ねましたが、ここで明らかにしたかったのは、われ
われの社会が管理や統治の問題を、価値観や倫理といった内省的な
回路を経由せずに、直接、設計や工学の領域に落とし込んでいく傾
向にあることです。そして、こうした自意識（＝良心）の縮減は、
概ね進歩として受け取られているようです。

　ローマ字のＣは本来、Ｇのように発音されていたそうです。確か
にそう考えると、ギリシャ文字のγ（ガンマ）の位置にＣが現れる
ことに得心がいきます。従ってサイバネティクスとガバナンスは
元々同じ言葉で、ギリシャ語で船の舵取りを意味するキュベルナウ
テースに由来します。ガバナンス（統治）は文字通り政治の舵取り
であり、サイバネティクスとは機械と生物における通信と制御の技
術を表します。

　Ｍ．フーコーの「生権力」という概念が近年盛んに取り上げられ
るのは、まさしくこれら二つの概念が交叉するところに立ち現れる
権力だからのように思われます。それは物質的な対象を情報として
解釈する権力、個々の内容ではなく、統計上のレベルで統治の対象
に働きかける権力のことです。

　アリストテレスは倫理学を政治学の一部だと見なし、人間はポリ
ス的動物だと言いました。普通、社会的動物と訳されていますが、
今日、ポリスという言葉は都市、国家、警察、内政、取り締まりな
ど多様な含意を持っています。本講では「統治」の概念を手掛かり
として、倫理と道徳哲学を再び、政治と社会の文脈に置き戻してみ
たいと思います。物理的身体を直接統御する工学的な管理と、統計
情報を駆使するソフトな支配のあいだのどこに、われわれは倫理の
回路を設定すべきなのでしょうか。講義の履修要件は多少の想像力
と好奇心だけです。多様な学生の参加を希望します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　統治や権力に関わる抽象的な概念を、現代の情報化社会の具体的
な特徴と関連付けて理解できるようになります。(知識・理解)

　統計利用法の初歩が身につきます。(技能)

　制度や思想を、それらの歴史的文脈において捉える態度が養われ
ます。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習は、参考文献に目を通したり、シラバス上のキーワードを
ネット検索で事前に調べるなどして行ってください。復習をする場
合は、個々の内容も大事ですが、項目間の関係などを理解すること
に重点を置くべきかと。学習時間としては、１回当り30分くらいで
十分でしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価の基準は、上記の到達目標を参照してください。評価の割合
は、定期試験８割と講義中の課題２割による総合評価とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　多岐にわたるため、講義で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　一般教養レベルの社会科学の講義を受けていることが望
ましいですが、履修の前提ではありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．導入講義：ポリスとオイコス
　２．陰鬱な科学 ─ 経済学と道徳哲学
　３．カーライルと漱石
　４．統治術の歴史
　５．司牧的権力
　６．国家理性
　７．自由主義的統治
　８．自由主義のバイアス
　９．法の支配
　10．規律と訓練
　11．環境を統御する
　12．脱中心化とコントロール
　13．プロトコルとは何か
　14．政治と政治的なもの
　15．リベラルユートピア？



2019-S000009407-12宗教学Ａ「BB」（神々と英雄の詩学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：2019/07/30　夜２限　　

小笠原　史樹

◎－－－　概要　－－－◎

　世界中の様々な宗教思想は、洗練された「教義」としてだけ
ではなく、古代・中世に書かれた叙事詩などの中で「物語」と
しても表現されている。神々や英雄たちを巡る魅惑的な諸作品
は、神話学や文学の研究対象であるのはもちろん、哲学や宗教
学の研究対象でもあり得る。
　この授業では、六つの古典的な叙事詩や英雄譚を取り上げ、
それらの物語から読みとれる思想について哲学的・宗教学的に
検討する。諸作品を個別に扱う過程で、宗教一般についても考
察を試みる。
　授業は講義形式で行う。毎回冒頭、前回の復習と質疑応答の
時間を設け、授業の最後には、当日の内容に関する小テストを
課す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①授業で取り上げる古典に関する基礎知識を持ち、正確に説
明できる。(知識・理解)

　②古典を読解し、宗教学的に分析することができる。(技能)

　③宗教学的な諸問題について、自ら主体的に考えることがで
きる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、事前に参考資料を通読し、ポイントや疑問点な
どをまとめておくこと（120分）。復習としては、小テストの
問題を中心に授業内容を再検討し、改めて参考資料を読み直す
ことが求められる（120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（70％）と毎回の小テスト（30％）に基づき、評価
する。
　授業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　－－－◎

　テキストは使用しない。
　毎回の授業前に、FUポータル上で参考資料を公開す
る。各自でプリントアウトし、持参すること。

◎－－－　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。
　授業中の私語や無断退室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. ギルガメシュ叙事詩①
3. ギルガメシュ叙事詩②
4. オデュッセイア①
5. オデュッセイア②
6. サムエル記①
7. サムエル記②
8. バガヴァッド・ギーター①
9. バガヴァッド・ギーター②
10. 古事記①
11. 古事記②
12. エッダ①
13. エッダ②
14. 補論
15. まとめ



2019-S000009408-12宗教学Ｂ「BB」（言行録研究）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2020/01/21　夜２限　　

小笠原　史樹

◎－－－　概要　－－－◎

　キリスト教やイスラーム、仏教などの諸宗教は、その出発点
において、特定の人の言葉や行動と深く結びついている。ある
いは、新しい宗教を生み出した「開祖」ではないとしても、あ
る人間が一種の「聖者」と見なされ、その人の思想や生き方が
半ば神聖視されることもある。
　この授業では、六つの古典的な「言行録」を取り上げ、それ
らを哲学的・宗教学的に検討する。イエス、ムハンマド、ブッ
ダなどの生涯に直接関わるテキストを扱うことによって、複雑
な「教義」として洗練される以前の、より生々しく鮮烈な「思
考」を取り出し、分析することを試みる。
　授業は講義形式で行う。毎回冒頭、前回の復習と質疑応答の
時間を設け、授業の最後には、当日の内容に関する小テストを
課す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①授業で取り上げる古典に関する基礎知識を持ち、正確に説
明できる。(知識・理解)

　②古典を読解し、宗教学的に分析することができる。(技能)

　③宗教学的な諸問題について、自ら主体的に考えることがで
きる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、事前に参考資料を通読し、ポイントや疑問点な
どをまとめておくこと（120分）。復習としては、小テストの
問題を中心に授業内容を再検討し、改めて参考資料を読み直す
ことが求められる（120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（70％）と毎回の小テスト（30％）に基づき、評価
する。
　授業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　－－－◎

　テキストは使用しない。
　毎回の授業前に、FUポータル上で参考資料を公開す
る。各自でプリントアウトし、持参すること。

◎－－－　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。
　授業中の私語や無断退室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. メモラビリア①
3. メモラビリア②
4. 福音書①
5. 福音書②
6. ハディース①
7. ハディース②
8. 大パリニッバーナ経①
9. 大パリニッバーナ経②
10. 荘子①
11. 荘子②
12. 正法眼蔵随聞記①
13. 正法眼蔵随聞記②
14. 補論
15. まとめ



2019-S000009438-02日本史通論Ａ「BB」（「日本」の誕生と変化）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：2019/07/29　夜１限　　

久保　知里

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、日本列島における人々の生活の移り変わりについ
て学ぶ。中世（室町時代）までを対象の時期とし、歴史の大き
な流れ、具体的には、日本列島に出現してくる文化や政権およ
び為政者・権力者の動向、さらに対外的な交流を追うことによ
り、日本社会の変化を考える。
集団の形成、古代国家の成立、貴族中心から武家中心社会への
転換など、日本社会は時代とともに変革を遂げていくが、その
際、国際社会（世界）から大きな影響を受けている。中世まで
の日本にとって、国際社会とは主に東アジア世界を指し、国際
社会の動向が「国づくり」を行う上で大きく関わっている。
よって本講義では「世界」と「日本」の関わりにも注目しつ
つ、日本社会の変化を考えていく。
現在の日本社会を捉え、今後を考えるために「日本」がどのよ
うな歴史をたどってきたのか、どのような環境の中に存在して
きたのかを知ることは、とても重要である。単に「歴史好き」
としての知識習得ではなく、現代社会を考えるために歴史を学
ぶことを主題とする。
授業はレジュメを使用し講義形式で進める。そのなかで、自ら
疑問を持つ、考える、文章で表現する等して、学習内容を自分
のものとして獲得するようにしてほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

「日本」のはじまりから室町時代までの政治や文化の変化、対
外関係について理解し、説明することができる(知識・理解)

理解した内容を論理的な文章によって表現することができる
(技能)

社会人として必要な知見、様々なことを考えるための素養を身
につけることができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

歴史の大きな流れを取り扱うため、細かな出来事の説明は省略
することがある。各自で用語など（高校日本史程度）は予習・
復習をすること（60分）。
また、高校で日本史を履修していない場合は、参考書などを事
前に読み、基礎知識を習得して講義に臨んでほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
中世（室町時代）までの歴史的事象について、歴史の大きな流
れを理解し、日本社会の変化等を説明することができる、理解
した内容を論理的な文章によって表現することができるかを評
価の基準とする。

【評価方法】
定期試験80％（試験は論述形式で出題。設問に対して講義内容
を踏まえた上で、論理的な文章で表現することが必要）、平常
点20％（授業中に指示するミニッツペーパーやミニレポート等
を含む）を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。毎回レジュメを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

『全集　日本の歴史』（1～8巻　小学館）、『日本の歴
史』（00～14　講談社学術文庫　講談社）など。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

私語、携帯電話の使用など講義の妨げになる行為は一切禁
止する。
ただ教室にいるだけでは、学習にはならない。講義を通
じ、自ら疑問を持つ、考える、文章で表現する等して、学
習をしてほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ガイダンス・導入
2　「日本史」とは
3　日本列島での生活のはじまり
4　巨大な墓をつくる
5　日本の文化と古代国家の形成
6　「日本」の登場
7　国づくりの様相
8　平安京と文化の隆盛
9　武士の活躍と権力の移行①
10　武士の活躍と権力の移行②
11　武家政権「鎌倉」
12　中世の博多
13　権力者の交代と室町幕府
14　室町幕府の対外政策
15　総括



2019-S000009439-02日本史通論Ｂ「BB」（近世以降の「日本」と「世界」）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部１時限　　試験時間割：2020/01/20　夜１限　　

久保　知里

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、特に近世（江戸時代）以降の日本社会の動向につ
いて学ぶ。前近世の日本にとって「世界」とは主に東アジア世
界を指していたが、ヨーロッパにおける大航海時代の始まりと
ともに、日本にとっての「世界」も広がりを見せ始める。
日本国内では、15世紀中頃以降の戦乱の時代を経て、「泰平」
の近世（江戸時代）が訪れる。18世紀後半以降、日本がそれま
でとは違う外国の諸勢力と出会い、混乱を経験しながら近代を
迎え、戦争へ向かっていく。
世界の広がり、すなわち「グローバル化」への対応、関係する
諸外国と日本社会がどのように関わり、展開し、行動をとるの
か。また近代以降、戦争の時代へ突入する世界情勢のなかで
「日本」とは何なのかを考えていく。
現在の日本社会を捉え、今後を考えるために日本がどのような
歴史をたどってきたのか、どのような体験をしてきたのかを知
ることは、とても重要である。単に「歴史好き」としての知識
習得ではなく、現代社会と考えるために歴史を学ぶことを主題
とする。
授業はレジュメを使用し講義形式で進める。そのなかで、自ら
疑問を持つ、考える、文章で表現する等して、学習内容を自分
のものとして獲得するようにしてほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

近世以降の日本社会の変化や「日本」と「世界」の動向につい
て理解し、説明することができる(知識・理解)

理解した内容を論理的な文章によって表現することができる
(技能)

社会人として必要な知見、様々なことを考えるための素養を身
につけることができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

歴史の大きな流れを取り扱うため、細かな出来事の説明は省略
することがある。各自で用語など（高校日本史程度）は予習・
復習をすること（60分）。高校で日本史を履修していない場合
は、参考書などを事前に読み、基礎知識を習得して講義に臨ん
でほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
近世（江戸時代）意向の歴史的事象について、歴史の大きな流
れを理解し、日本社会の変化等を説明することができる、理解
した内容を論理的な文章によって表現することができるかを評
価の基準とする。

【評価方法】
定期試験80％（試験は論述形式で出題。設問に対して講義内容
を踏まえた上で、論理的な文章で表現することが必要）、平常
点20％（授業中に指示するミニッツペーパーやミニレポート等
を含む）を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。毎回レジュメを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

『全集　日本の歴史』（9～16巻　小学館）、『日本の歴
史』（15～26　講談社学術文庫　講談社）など。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

私語、携帯電話の使用など講義の妨げになる行為は一切禁
止する。
ただ教室にいるだけでは、学習にはならない。講義を通
じ、自ら疑問を持つ、考える、文章で表現する等して、学
習をしてほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ガイダンス・導入
2　博多町割
3　織豊政権と福岡
4　「唐入り」と北部九州
5　「世界」の変化と対外政策
6　幕府とは何か
7　思想の転換　
8　「停滞／成熟」の18世紀
9　江戸時代の生活
10　「内憂外患」の時代
11　テロと時代の変革
12　近代における戦争と日本
13　100年前の日本とは？
14　拡大する「日本」
15　総括



2019-S000009412-08東洋史Ａ「BB」（東洋史概説―秦・前漢を中心として―）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：土・二部２時限　　試験時間割：2019/07/27　夜２限　　

植松　慎悟

◎－－－　概要　－－－◎

　近くて遠い国、中国。わが国の歴史とも密接な関係をもつ中
国は、国際的な影響力も大きく、この中国について学ぶことは
非常に重要であろう。しかしながら、中国について学ぶとき、
多くの現代日本人に欠けている視点が歴史的な考察・分析とい
える。
　周知のように、中国の歴史がもつ大きな特徴の一つが、2000
年以上、皇帝を頂点とする国家体制を維持し続けたことであ
る。それは、紀元前221年、秦の始皇帝が初めて中国を統一し
てから、最後の王朝である清朝を終焉させた辛亥革命（後1911
年）に至るまでの長きにわたった。秦帝国（前221～前206）は
短期間のうちに滅亡したものの、その後に成立した漢帝国（前
202～後220）は一時的な中断はある（前漢＝前202～後8、新＝
8～23、後漢＝25～220）が、統一帝国としては400年以上、存
続した。東アジア最古の帝国である秦漢帝国は、後世の中国王
朝ばかりでなく、古代日本や朝鮮半島の国家形成にも大きな影
響を与えたのである。
　前期では、秦の始皇帝による中国統一から、その後を継いだ
前漢時代までの歴史を主な内容として扱う。とくに、各時代に
活躍した改革者を講義の中軸に据え、その人物像や時代背景、
改革の内容・結果・影響などを考察し、秦漢帝国の形成とその
特徴について論じる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国古代に関する基礎的な知識を身に付け、皇帝制度の形成に
ついて説明できる。(知識・理解)

中国に関する書籍・報道・言論などを多角的に捉え、自分なり
の考えをまとめることができる。(技能)

中国の歴史や社会に関心を持ち、自分なりに理解を深めようと
する志向性を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義では、前回までの内容をふまえ、講義を進めていく。
毎回、授業の板書やプリントを見直し、しっかり復習するこ
と。理解が不十分な部分は、初回で紹介した推薦図書などで確
認をとっておくこと。（45分）
　予習については要求しないが、必要な場合は授業で指示す
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 以下の基準・方法・配分で成績を評価する。
 
  ①授業中に配布した感想カードに、感想・疑問・意見など自
分なりの考えをまとめる：30％
  ＊なお、欠席は到達目標の達成にマイナスであり、減点の対
象になり得るので、注意すること。当然、私語・遅刻など授業
態度についても、成績評価の際に適宜考慮する。
 
  ②定期試験の成績：70％

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に使用しない。資料が必要な場合はプリントを配布す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　通年で受講することが望ましい。また、講師および他の
学生が円滑な授業を進めるうえで、これを阻害する一切の
行為を禁止する。違反した学生に対しては厳正に対処す
る。
　さらに、本講義は、板書を中心に進めるので、集中して
受講すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　イントロダクション
２　　日中交流史
３　　秦の始皇帝（１）―戦国時代から中国統一へ―
４　　秦の始皇帝（２）―始皇帝の統一政策―
５　　前漢の高祖（１）―項羽と劉邦―
６　　前漢の高祖（２）―高祖の統一政策―
７　　前漢の高祖（３）―高祖と冒頓単于―
８　　前漢の呂后―呂后は悪女か―
９　　前漢の武帝
１０　前漢の昭帝
１１　前漢の宣帝
１２　前漢の元帝
１３　前漢の成帝
１４　前漢の哀帝
１５　まとめ



2019-S000009418-08東洋史Ｂ「BB」（東洋史概説―新・後漢・三国時代を中心として―）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：土・二部２時限　　試験時間割：2020/01/25　夜２限　　

植松　慎悟

◎－－－　概要　－－－◎

　近くて遠い国、中国。わが国の歴史とも密接な関係をもつ中
国は、国際的な影響力も大きく、この中国について学ぶことは
非常に重要であろう。しかしながら、中国について学ぶとき、
多くの現代日本人に欠けている視点が歴史的な考察・分析とい
える。
　周知のように、中国の歴史がもつ大きな特徴の一つが、2000
年以上、皇帝を頂点とする国家体制を維持し続けたことであ
る。それは、紀元前221年、秦の始皇帝が初めて中国を統一し
てから、最後の王朝である清朝を終焉させた辛亥革命（後1911
年）に至るまでの長きにわたった。秦帝国（前221～前206）は
短期間のうちに滅亡したものの、その後に成立した漢帝国（前
202～後220）は一時的な中断はある（前漢＝前202～後8、新＝
8～23、後漢＝25～220）が、統一帝国としては400年以上、存
続した。東アジア最古の帝国である秦漢帝国は、後世の中国王
朝ばかりでなく、古代日本や朝鮮半島の国家形成にも大きな影
響を与えたのである。
　後期では、王莽の新王朝・後漢時代から、三国時代までの歴
史を主な内容として扱う。とくに、各時代に活躍した改革者を
講義の中軸に据え、その人物像や時代背景、改革の内容・結
果・影響などを考察し、秦漢帝国の発展と後世への影響につい
て論じる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国古代に関する基礎的な知識を身に付け、皇帝制度の発展に
ついて説明できる。(知識・理解)

中国に関する書籍・報道・言論などを多角的に捉え、自分なり
の考えをまとめることができる。(技能)

中国の歴史や社会に関心を持ち、自分なりに理解を深めようと
する志向性を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義では、前回までの内容をふまえ、講義を進めていく。
毎回、授業の板書やプリントを見直し、しっかり復習するこ
と。理解が不十分な部分は、初回で紹介した推薦図書などで確
認をとっておくこと。（45分）
　予習については要求しないが、必要な場合は授業で指示す
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 以下の基準・方法・配分で成績を評価する。
 
  ①授業中に配布した感想カードに、感想・疑問・意見など自
分なりの考えをまとめる：30％
  ＊なお、欠席は到達目標の達成にマイナスであり、減点の対
象になり得るので、注意すること。当然、私語・遅刻など授業
態度についても、成績評価の際に適宜考慮する。
 
  ②定期試験の成績：70％

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に使用しない。資料が必要な場合はプリントを配布す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　前期開講の東洋史Ａ（植松担当）と合わせて受講するこ
とが望ましい。また、講師および他の学生が円滑な授業を
進めるうえで、これを阻害する一切の行為を禁止する。違
反した学生に対しては厳正に対処する。
 さらに、本講義は、板書を中心に進めるので、集中して
受講すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　イントロダクション
２　　新の王莽―王莽は「簒奪者」か―
３　　後漢の光武帝（１）―統一帝国の崩壊と再建―
４　　後漢の光武帝（２）―光武帝と「漢委奴国王」―
５　　後漢の明帝
６　　後漢の章帝
７　　後漢の外戚政権
８　　後漢中期
９　　後漢後期
１０　後漢の衰退と三国時代の幕開け
１１　魏の曹操
１２　呉の孫権
１３　蜀の劉備
１４　三国時代と卑弥呼の外交
１５　まとめ



2019-S000009414-09西洋史Ａ「BB」（ヨーロッパ古代・中世）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：2019/07/29　夜１限　　

山本　達夫

◎－－－　概要　－－－◎

私たちは他との比較をとおして自分自身を客観的に認識する。
この講義では、ヨーロッパの歴史を比較対象の事例として、現
在に生きる私たちの立ち位置を確認してみたい。
古代から中世にいたるヨーロッパ史を概観し、異なる文化・思
想の背景にどのような歴史的経緯があり、それが現代にいかな
る影響をおよぼしているのかを理解する。
ヨーロッパ史における主要なテーマの考察を通して「現在の歴
史性」を認識し、現代の諸問題の歴史的背景を考察する素地を
やしなう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパ文化の背景としてのヨーロッパ史の概要を説明でき
る。(知識・理解)

偏った情報に依拠することなく、種々の情報を客観的に分析で
きる。(技能)

現代の歴史性を理解し、さまざまな文化を相対的に評価でき
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習にあたっては、世界史の概説書や高校世界史の教科書に目
を通しておくとよい。復習にさいしては、授業で配布するプリ
ントを活用してほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験９０％（問題の歴史的意義が論理的に説明できている
かどうかを評価基準とする）と平常点１０％（講義への感想と
質問）で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

他の受講者に迷惑をかける行為（私語や電話）をしないこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ヨーロッパ文化と日本
2.ギリシア世界のポリス
3.ペルシア戦争とギリシア世界
4.ヘレニズム文明
5.共和政ローマ（イタリア半島の支配）
6.地中海の覇者ローマ
7.マリウスの軍制改革（ローマ社会の変容）
8.パックス・ロマーナとローマの変質
9.ローマの四分統治から滅亡へ
10.ゲルマン人へのキリスト教の普及
11.キリスト教とヨーロッパ
12.ヨーロッパ封建制度と農業革命
13.中世ヨーロッパにおける聖権と俗権
14.十字軍の背景と影響
15.宗教改革とヨーロッパ社会



2019-S000009420-09西洋史Ｂ「BB」（ヨーロッパ近現代と「ユダヤ人問題」）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部１時限　　試験時間割：2020/01/20　夜１限　　

山本　達夫

◎－－－　概要　－－－◎

ヨーロッパにおける代表的な被差別者集団として知られるユダ
ヤ人とその迫害の歴史を通して、ヨーロッパおよびドイツの近
代を考える。「人種迫害を理解するために、私たちは人種をく
わしく知る必要はなく、むしろ迫害をくわしく知る必要があ
る」（R・ベネディクト）というように、差別は差別される側
ではなく、差別する側の社会の問題である。ホロコースト（ユ
ダヤ人大量殺戮）に行き着いたドイツの反ユダヤ主義は、いか
なる歴史的経緯の中で成立したのか。近代ヨーロッパの成立過
程を概観し、国民国家の形成過程における統合と排除の論理に
おける反ユダヤ主義の問題を検討する。また、ナチのユダヤ人
政策の分析を通して「ユダヤ人問題」とは何であったのかを考
察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパ文化の背景としてのヨーロッパ史の概要を説明でき
る。(知識・理解)

偏った情報に依拠することなく、種々の情報を客観的に分析で
きる。(技能)

現代の歴史席を理解し、さまざまな文化を相対的に評価でき
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習にあたっては、高校世界史の教科書や世界史の概説書に目
を通しておくとよい。復習にさいしては、授業で配布したプリ
ントを活用してほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験９０％（問題の歴史的意義が論理的に説明できている
かを評価基準とする）と平常点１０％（講義への感想と質問）
で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

他の受講者に迷惑をかける行為（私語や電話）をしないこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.ヨーロッパ社会とユダヤ人
２.地理上の発見
３.近代世界システム
４.ヘゲモニー国家１
５.ヘゲモニー国家２
６.工業化とその影響１
７.工業化とその影響２
８.世界の一体化と分裂
９.近代ドイツとユダヤ人１（プロイセンの発展）
10.近代ドイツとユダヤ人２（プロイセンとフランス革
命）
11.近代ドイツとユダヤ人３（ナポレオンとプロイセン改
革）
12.近代ドイツとユダヤ人４（国民国家とユダヤ人）
13.東欧ユダヤ人ザメンホフの夢
14.ナチスとユダヤ人１（アーリア条項とドイツ社会）
15.ナチスとユダヤ人２（ナチス経済社会体制とユダヤ人
政策）



2019-S000009440-02外国史通論Ａ「BB」（ヨーロッパ世界の形成）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2019/07/30　夜１限　　

丹後　享

◎－－－　概要　－－－◎

[授業の概要とテーマ]本講義は、高校の「世界史」で取り扱う
内容のうち、西洋史分野、すなわち欧米史の前半である古代
史・中世史・近世史を概観する。近代史・現代史を対象とする
「外国史通論Ｂ」も併せて受講することが望ましい。「外国史
通論Ａ」では、ヨーロッパ世界がいかなる経過で形成されたの
かを、とくに封建社会の形成と解体を軸に論を展開し、アジア
など他の世界とは大きく異なるヨーロッパ世界の特徴を探る。
[授業進め方]テキストは使用しないが、毎回、授業のレジュメ
のプリントを各自に配付して、授業を進める。
[学習の仕方]授業内容はプリントにまとめられているが、より
理解しやすくするために、適宜、板書をしつつ、補足説明をす
るので、必要に応じてノートも取らなければならない。また、
授業をやや早めに終了し、質問時間を設定するので、分かりに
くいところがあれば、遠慮なく質問してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中学「社会」及び高校「地歴」の教職を志望する場合、基礎的
な西洋史分野の知識を得ることができる。とくに「ヨーロッパ
とはこのような世界である」ということを、中高生に語る能力
を得ることを目標とする。(技能)

ヨーロッパ関係の歴史学・文学・哲学・語学を専攻するうえ
で、不可欠な基礎知識を得ることができる。(知識・理解)

法学・経済学・商学を専攻するうえでも、ヨーロッパ史の知識
は不可欠であり、有用な基礎知識を得ることができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　高校で「世界史」を十分履修しなかった場合でも、受講可能
であるが、「履修上の注意」に記載されている文献などを事前
に読んで、ヨーロッパ史の基礎知識を把握してほしい。予習は
必ずしも必要でないが、復習として、レジュメや参考書をもと
に、授業内容の理解に努めてほしい。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

[評価方法]定期試験90％・平素(授業への積極的な取り組み)
10％によって評価する。試験範囲は授業内容全体である。試験
は論述形式であり、意味の分かる文章で説明しなければならな
い。
[評価基準]試験では、古代から近世までのヨーロッパ史の基本
知識がどの程度まで身についているか、さらにそれを第三者に
どの程度まで説明することができるか、が評価の基準となる。
試験は１問20点の設問５問からなる。60点以上が合格点であ
り、３問以上記述しなければ、合格できない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

フランス史10講　ISBN 4-00-431016-4c0222
イギリス史10講　ISBN 978-4-00-431464-6
ドイツ史10講　ISBN 4-00-430826-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校で「世界史」を履修していなくても受講可能である
が、多少個人的な学習が必要である。高校教科書の該当部
分を熟読するだけで十分であるが、手元にない場合は、堀
米庸三編『世界の歴史3:中世ヨーロッパ』・松田智雄編
『世界の歴史7:近代への序曲』・大野真弓編『世界の歴史
8:絶対君主と人民』(中公文庫)が有用である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①授業計画の提示
②世界史の見方(欧州人の世界史観)
③ヨーロッパの地理的構造
④古代社会の性格
⑤ローマ帝国の没落とゲルマン大移動
⑥フランク王国の発展と分裂
⑦封建社会の成立(1)(領主制と封建制)
⑧封建社会の成立(2)(ローマ教会の発展)
⑨中世世界の変容(1)(十字軍・都市・教皇権の後退)
⑩中世世界の変容(2)(封建社会の危機、中央集権化)
⑪主権国家体制の形成
⑫絶対王政の成立(1)(三十年戦争・フロンドの乱)
⑬絶対王政の成立(2)(イギリス革命)
⑭絶対王政の構造
⑮絶対主義時代の国際関係



2019-S000009441-02外国史通論Ｂ「BB」（現代欧米世界の形成と課題）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：2020/01/21　夜１限　　

丹後　享

◎－－－　概要　－－－◎

[授業の概要とテーマ]本講義は、高校の「世界史」で取り扱う
内容のうち、西洋史分野、すなわち欧米史の後半である近代
史・現代史を概観する。古代史・中世史・近世史を対象とする
「外国史通論Ａ」も併せて受講することが望ましい。「外国史
通論Ｂ」では、ブルジョワ革命の時代から第二次世界大戦後ま
での欧米史を、政治史を中心に時系列的に説明する。
[授業の進め方]テキストは使用しないが、毎回、授業のレジュ
メのプリントを各自に配付して、授業を進める。
[学習の仕方]授業内容はプリントにまとめられているが、より
理解しやすくするために、適宜、板書をしつつ、補足説明をす
るので、必要に応じてノートも取らなければならない。また、
授業をやや早めに終了し、質問時間を設定するので、分かりに
くいところがあれば、遠慮なく質問してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中学「社会」及び高校「地歴」の教職を志望する場合、基礎的
な西洋史分野の知識を得ることができる。とくに「ヨーロッパ
とはこのような世界である」ということを、中高生に語る能力
を得ることを目標とする。(技能)

ヨーロッパ関係の歴史学・文学・哲学・語学を専攻するうえ
で、不可欠な基礎知識を得ることができる。(知識・理解)

法学・経済学・商学を専攻するうえでも、ヨーロッパ史の知識
は不可欠であり、有用な基礎知識を得ることができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　高校で「世界史」を履修していなくても受講可能であるが、
「履修上の注意」に記載されている文献などを事前に読んで、
欧米史の基礎知識を把握してほしい。復習として、レジュメや
参考書をもとに、授業内容の理解に努めてほしい。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

[評価方法]定期試験90％・平素(授業への積極的な取り組み)
10％によって評価する。試験範囲は授業内容全体である。試験
は論述形式であり、意味の分かる文章で説明しなければならな
い。
[評価基準]試験では、近代・現代のヨーロッパ史の基本知識が
どの程度まで身についているか、さらにそれを第三者にどの程
度まで説明することができるか、が評価の基準となる。試験は
１問20点の設問５問からなる。60点以上が合格点であり、３問
以上記述しなければ、合格できない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

フランス史10講　ISBN 4-00-431016-4c0222
イギリス史10講　ISBN 978-4-00-431464-6
ドイツ史10講　ISBN 4-00-430826-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校で「世界史」を履修していなくても受講可能である
が、多少個人的な学習が必要である。高校教科書の該当部
分を熟読するだけで十分であるが、手元にない場合は、桑
原武夫編『世界の歴史10:フランス革命とナポレオン』・
井上幸治編『世界の歴史12:ブルジョワの世紀』・中山治
一編『世界の歴史13:帝国主義の時代』(中公文庫)が有用で
ある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①授業計画の提示
②啓蒙主義の時代
③ブルジョワ革命の構造(大西洋革命論)
④フランス革命の背景・勃発
⑤フランス革命の展開
⑥フランス革命の帰結
⑦ナポレオンの帝国
⑧ナポレオンの没落
⑨ウィーン体制の成立と崩壊
⑩国民国家の成立(ドイツとイタリアの統一)
⑪帝国主義と第一次世界大戦
⑫戦間期とファシズムの時代
⑬第二次世界大戦
⑭冷戦の時代
⑮ヨーロッパの統合



2019-S000009424-05中国文学Ａ「BB」（三国志演義の世界・Ⅰ）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限　　

黄　冬柏

◎－－－　概要　－－－◎

　三国志と呼ばれるものには、史書『三国志』と小説『三国志
演義』がある。歴史書としての『三国志』を基礎として成立し
た小説『三国志演義』は、七割が史実、三割がフィクションで
ある。この講義では、小説『三国志演義』における史実と虚構
の組み合わせや英雄豪傑の人物像を解説する。
　具体的に、「桃園の誓い」・「官渡の戦い」・「三顧の礼」
などの重要な場面と関羽・曹操・劉備などの主要人物を中心
に、DVD映像を活用しながら、パワーポイントと配布資料を使
用して授業を進めていく。講義形式であるが、受講生に質問や
意見、感想を求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Ａ.『三国志演義』の名場面と主要な登場人物を知る。(知識・
理解)

Ｂ.三国志物語の面白さ及び中国文学の楽しさを理解できる。
(技能)

Ｃ.異文化に興味を持ち、広い視野から物事を考える態度を持
つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回予習・復習を怠らないこと。具体的に講義のトピックス
について調べ、配布資料を熟読しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価する。
　到達目標Ａ：平素のレポートとトピックごとのコメントペー
パー
　到達目標Ｂ・到達目標Ｃ：期末の定期試験
 （平素の学習状況は４割、定期試験は６割）

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

金文京著『三国志演義の世界』　東方書店　2005年
羅貫中著・井波律子訳『三国志演義』　筑摩書房　2002年

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に参加し、ノートを取ること。
　授業中は、積極的にディスカッションに参加すること。
　授業後に、感想文などを提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス
　予復習の目安時間：120分
2.中国文学史における『三国志演義』
　予復習の目安時間：120分
3.映画『レッドクリフ・Ⅰ』の鑑賞
　予復習の目安時間：120分
4.映画『レッドクリフ・Ⅰ』の解説
　予復習の目安時間：120分
5.名場面：「桃園の誓い」（１）
　予復習の目安時間：120分
6.名場面：「桃園の誓い」（２）
　予復習の目安時間：120分
7.人物像：神になった英雄――関羽
　予復習の目安時間：120分
8.名場面：「官渡の戦い」（１）
　予復習の目安時間：120分
9.名場面：「官渡の戦い」（２）
　予復習の目安時間：120分
10.人物像：曹操はなぜ悪役なのか
　予復習の目安時間：120分
11.名場面：「三顧の礼」（１）
　予復習の目安時間：120分
12.名場面：「三顧の礼」（２）
　予復習の目安時間：120分
13.人物像：劉備の人徳
　予復習の目安時間：120分
14.日本における『三国志演義』の受容
　予復習の目安時間：120分
15.まとめ
　復習の目安時間：120分



2019-S000009430-05中国文学Ｂ「BB」（三国志演義の世界・Ⅱ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部１時限　　試験時間割：2020/01/23　夜１限　　

黄　冬柏

◎－－－　概要　－－－◎

　三国志と呼ばれるものには、史書『三国志』と小説『三国志
演義』がある。歴史書としての『三国志』を基礎として成立し
た小説『三国志演義』は、七割が史実、三割がフィクションで
ある。この講義では、小説『三国志演義』における史実と虚構
の組み合わせや英雄豪傑の人物像を解説する。
　具体的に、「赤壁の戦い」・「秋風五丈原」などの重要な場
面と諸葛孔明・曹操・周瑜などの主要人物を中心に、DVD映像
を活用しながら、パワーポイントと配布資料を使用して授業を
進めていく。講義形式であるが、受講生に質問や意見、感想を
求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Ａ.『三国志演義』の名場面と主要な登場人物を知る。(知識・
理解)

Ｂ.三国志物語の面白さと中国文学の楽しさを理解できる。
(技能)

Ｃ.異文化に興味を持ち、広い視野から物事を考える態度を持
つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回予習・復習を怠らないこと。具体的に講義のトピックス
について調べ、配布資料を熟読しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価する。
　到達目標Ａ：平素のレポートとトピックごとのコメントペー
パー
　到達目標Ｂ・到達目標Ｃ：期末の定期試験
 （平素の学習状況は４割、定期試験は６割）

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

金文京著『三国志演義の世界』　東方書店　2005年
羅貫中著・井波律子訳『三国志演義』　筑摩書房　2002年

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に参加し、ノートを取ること。
　授業中は、積極的にディスカッションに参加すること。
　授業後に、感想文などを提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス
　予復習の目安時間：120分
2.史書『三国志』と小説『三国志演義』
　予復習の目安時間：120分
3.映画『レッドクリフ・Ⅱ』の鑑賞
　予復習の目安時間：120分
4.映画『レッドクリフ・Ⅱ』の解説
　予復習の目安時間：120分
5.名場面：「赤壁の戦い」（１）
　予復習の目安時間：120分
6.名場面：「赤壁の戦い」（２）
　予復習の目安時間：120分
7.人物像：諸葛孔明の知恵
　予復習の目安時間：120分
8.名場面：「関羽の最期」（１）
　予復習の目安時間：120分
9.名場面：「関羽の最期」（２）
　予復習の目安時間：120分
10.人物像：呉の周瑜
　予復習の目安時間：120分
11.名場面：「秋風五丈原」（１）
　予復習の目安時間：120分
12.名場面：「秋風五丈原」（２）
　予復習の目安時間：120分
13.人物像：最後の勝者
　予復習の目安時間：120分
14.『三国志演義』にまつわる名言
　予復習の目安時間：120分
15.まとめ
　復習の目安時間：120分



2019-S000009445-05アジアの文学Ａ「BB」（三国志演義の世界・Ⅰ）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限　　

黄　冬柏

◎－－－　概要　－－－◎

　三国志と呼ばれるものには、史書『三国志』と小説『三国志
演義』がある。歴史書としての『三国志』を基礎として成立し
た小説『三国志演義』は、七割が史実、三割がフィクションで
ある。この講義では、小説『三国志演義』における史実と虚構
の組み合わせや英雄豪傑の人物像を解説する。
　具体的に、「桃園の誓い」・「官渡の戦い」・「三顧の礼」
などの重要な場面と関羽・曹操・劉備などの主要人物を中心
に、DVD映像を活用しながら、パワーポイントと配布資料を使
用して授業を進めていく。講義形式であるが、受講生に質問や
意見、感想を求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Ａ.『三国志演義』の名場面と主要な登場人物を知る。(知識・
理解)

Ｂ.三国志物語の面白さ及び中国文学の楽しさを理解できる。
(技能)

Ｃ.異文化に興味を持ち、広い視野から物事を考える態度を持
つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回予習・復習を怠らないこと。具体的に講義のトピックス
について調べ、配布資料を熟読しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価する。
　到達目標Ａ：平素のレポートとトピックごとのコメントペー
パー
　到達目標Ｂ・到達目標Ｃ：期末の定期試験
 （平素の学習状況は４割、定期試験は６割）

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

金文京著『三国志演義の世界』　東方書店　2005年
羅貫中著・井波律子訳『三国志演義』　筑摩書房　2002年

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に参加し、ノートを取ること。
　授業中は、積極的にディスカッションに参加すること。
　授業後に、感想文などを提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス
　予復習の目安時間：120分
2.中国文学史における『三国志演義』
　予復習の目安時間：120分
3.映画『レッドクリフ・Ⅰ』の鑑賞
　予復習の目安時間：120分
4.映画『レッドクリフ・Ⅰ』の解説
　予復習の目安時間：120分
5.名場面：「桃園の誓い」（１）
　予復習の目安時間：120分
6.名場面：「桃園の誓い」（２）
　予復習の目安時間：120分
7.人物像：神になった英雄――関羽
　予復習の目安時間：120分
8.名場面：「官渡の戦い」（１）
　予復習の目安時間：120分
9.名場面：「官渡の戦い」（２）
　予復習の目安時間：120分
10.人物像：曹操はなぜ悪役なのか
　予復習の目安時間：120分
11.名場面：「三顧の礼」（１）
　予復習の目安時間：120分
12.名場面：「三顧の礼」（２）
　予復習の目安時間：120分
13.人物像：劉備の人徳
　予復習の目安時間：120分
14.日本における『三国志演義』の受容
　予復習の目安時間：120分
15.まとめ
　復習の目安時間：120分



2019-S000009446-05アジアの文学Ｂ「BB」（三国志演義の世界・Ⅱ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部１時限　　試験時間割：2020/01/23　夜１限　　

黄　冬柏

◎－－－　概要　－－－◎

　三国志と呼ばれるものには、史書『三国志』と小説『三国志
演義』がある。歴史書としての『三国志』を基礎として成立し
た小説『三国志演義』は、七割が史実、三割がフィクションで
ある。この講義では、小説『三国志演義』における史実と虚構
の組み合わせや英雄豪傑の人物像を解説する。
　具体的に、「赤壁の戦い」・「秋風五丈原」などの重要な場
面と諸葛孔明・曹操・周瑜などの主要人物を中心に、DVD映像
を活用しながら、パワーポイントと配布資料を使用して授業を
進めていく。講義形式であるが、受講生に質問や意見、感想を
求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Ａ.『三国志演義』の名場面と主要な登場人物を知る。(知識・
理解)

Ｂ.三国志物語の面白さと中国文学の楽しさを理解できる。
(技能)

Ｃ.異文化に興味を持ち、広い視野から物事を考える態度を持
つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回予習・復習を怠らないこと。具体的に講義のトピックス
について調べ、配布資料を熟読しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価する。
　到達目標Ａ：平素のレポートとトピックごとのコメントペー
パー
　到達目標Ｂ・到達目標Ｃ：期末の定期試験
 （平素の学習状況は４割、定期試験は６割）

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

金文京著『三国志演義の世界』　東方書店　2005年
羅貫中著・井波律子訳『三国志演義』　筑摩書房　2002年

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に参加し、ノートを取ること。
　授業中は、積極的にディスカッションに参加すること。
　授業後に、感想文などを提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス
　予復習の目安時間：120分
2.史書『三国志』と小説『三国志演義』
　予復習の目安時間：120分
3.映画『レッドクリフ・Ⅱ』の鑑賞
　予復習の目安時間：120分
4.映画『レッドクリフ・Ⅱ』の解説
　予復習の目安時間：120分
5.名場面：「赤壁の戦い」（１）
　予復習の目安時間：120分
6.名場面：「赤壁の戦い」（２）
　予復習の目安時間：120分
7.人物像：諸葛孔明の知恵
　予復習の目安時間：120分
8.名場面：「関羽の最期」（１）
　予復習の目安時間：120分
9.名場面：「関羽の最期」（２）
　予復習の目安時間：120分
10.人物像：呉の周瑜
　予復習の目安時間：120分
11.名場面：「秋風五丈原」（１）
　予復習の目安時間：120分
12.名場面：「秋風五丈原」（２）
　予復習の目安時間：120分
13.人物像：最後の勝者
　予復習の目安時間：120分
14.『三国志演義』にまつわる名言
　予復習の目安時間：120分
15.まとめ
　復習の目安時間：120分



2019-S000009426-10西洋文学Ａ「BB」（トマス・ハーディの短編小説を読む）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：2019/07/30　夜２限　　

野田　康文

◎－－－　概要　－－－◎

この科目は、西洋文学を読んでみたい、文学作品をじっくりと読む
ことの面白さを知りたい、という人のためのものです。半期に分け
て、19世紀に活躍した2人の作家の作品――前期はハーディの短編小
説、後期はメリメの『カルメン』――を扱います。特に通年で履修
する必要はありません。
　　前期はイギリスの作家・トマス・ハーディの短編小説を「グ
リーブ家のバーバラ」という作品を中心に読みます。「グリーブ家
のバーバラ」は、19世紀のイギリスの貴婦人の恋愛と結婚をテーマ
とする作品で、日本では1927年に谷崎潤一郎が日本語に翻訳し、谷
崎の小説『春琴抄』に大きな影響を与えたことでもよく知られてい
ます。大事な場面を中心に、設問つきの配布テキストで読んでいき
ます。また、授業の進行状況に応じて、ハーディの他の小説もいく
つか読んでいきます。
　ハーディとメリメは、どちらも19世紀の西洋文学を代表する作家
です。作家の死後長い年月を経過した今日でも読み継がれている彼
等の文学作品を読み解いていくことは、現代に生きる皆さんにとっ
ても、自分と異なる時代や文化に生きる人たちを理解する柔軟さを
身につけるのに役立つでしょう。1つの作品を半年かけてじっくりと
深く読んでいくので、文学を読むことの好きな人、興味のある人に
向いている科目です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

19世紀の西洋文学の一端にふれることを通して、異文化に対する知
識と教養を深める。(知識・理解)

文学作品を読み解く感受性や想像力を身につける。(態度・志向性)

上記のことを自分の言葉で説明する力をつける。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の授業で配布する設問付きのテキストを、予習・復習にも活用
してください。予習としては、次回の講義にスムーズに入っていけ
るよう、授業の前日に必ず前回のテキストを読み返しておくこと
（15～30分程度）。
　また復習としては、毎回の授業後、その日の講義での解説を参考
に、その回の設問の解答をあらためて自分の言葉で作成すること
（30分程度）。試験の直前にまとめて行うのは、時間的にも記憶の
上からも無理があるので、毎回の授業後に必ず作成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業では毎回、読解すべき本文を設問付きで配布します。受講者
はまず、設問の答えを書きこみながら、本文を自分の力で読んでい
きます。その後、解説を聴きながら、自分の読みと比べてくださ
い。出欠は基本的にはとりませんが、解説の前、あるいは後に設問
の解答を提出してもらうことが数回ありますので、それを平常点と
して扱います。提出した用紙の解答は、受講態度の目安として、評
価の参考にします。
　評価は基本的には、上記の提出用紙と定期試験によって行いま
す。試験では、この授業の到達目標である「異文化に対する知識と
教養を深める」こと、「文学作品を読み解く感受性や想像力を身に
つける」ことができているか、それを「自分の言葉で説明する力を
つける」ことができているかを評価基準として採点しますので、必
然的に授業を聴いている人が有利になります。試験時の持ち込みは
一切不可。
　原則として定期試験を9割、残り1割は平常点によって評価しま
す。

定期試験により到達目標の「知識・理解)」、「態度・志向性」、
「技能」を総合的に評価し、平常点では受講態度と特に「技能」を
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

毎回、授業の時に、設問付きの本文テキストを配布。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

設問の解答用紙を提出する時は、用紙配布の時点に遅刻し
たり、退席したりしていた者は、欠席扱いとし、受講態度
の評価の参考とします。
他人に迷惑をかける行為、特に授業中に私語をすることを
かたく禁じ、受講態度の評価として重視します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：　トマス・ハーディの短編小説を読む1
ガイダンス、作者紹介、
テキスト１の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第2回：　トマス・ハーディの短編小説を読む2
テキスト2の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第3回：　トマス・ハーディの短編小説を読む3
テキスト3の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第4回：　トマス・ハーディの短編小説を読む4
テキスト4の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第5回：　トマス・ハーディの短編小説を読む5
テキスト5の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第6回：　トマス・ハーディの短編小説を読む6
テキスト6の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第7回：　トマス・ハーディの短編小説を読む7
テキスト7の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第8回：　トマス・ハーディの短編小説を読む8
テキスト8の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第9回：　トマス・ハーディの短編小説を読む9
テキスト9の黙読及び作品解説、設問解法の手引き1
第10回：　トマス・ハーディの短編小説を読む10
テキスト9の黙読及び作品解説、設問解法の手引き2
第11回：　トマス・ハーディの短編小説を読む11
テキスト10の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第12回：　トマス・ハーディの短編小説を読む12
テキスト11の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第13回：　トマス・ハーディの短編小説を読む13
テキスト12の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第14回：　トマス・ハーディの短編小説を読む14
テキスト13の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第15回：　トマス・ハーディの短編小説を読む15
テキスト14の黙読及び作品解説、設問解法の手引き、全体
まとめ



2019-S000009432-10西洋文学Ｂ「BB」（メリメ『カルメン』を読む）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2020/01/21　夜２限　　

野田　康文

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目は、西洋文学を読んでみたい、文学作品をじっくりと読
むことの面白さを知りたい、という人のためのものです。半期に分
けて、19世紀に活躍した2人の作家の作品――前期はハーディの短
編小説、後期はメリメの『カルメン』――を扱います。特に通年で
履修する必要はありません。
　　後期はフランスの作家・メリメの『カルメン』という中編小説
を読みます。ビゼーの作曲で有名な同名のオペラの原作で、メリメ
の代表作です。「宿命の女（ファム・ファタル）」の典型ともいわ
れるヒロインのカルメンをめぐる恋愛小説です。全部を読むことは
できないので、前期と同様に、大事な場面を中心に、設問つきの配
布テキストで読んでいきます。
　ハーディとメリメは、どちらも19世紀の西洋文学を代表する作家
です。死後長い年月を経過した今日でも読み継がれている彼等の文
学作品を読み解いていくことは、現代に生きる皆さんにとっても、
自分と異なる時代や文化に生きる人たちを理解する柔軟さを身につ
けるのに役立つでしょう。1つの作品を半年かけてじっくりと深く
読んでいくので、文学を読むことの好きな人、興味のある人に向い
ている科目です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

19世紀の西洋文学の一端にふれることを通して、異文化に対する知
識と教養を深める。(知識・理解)

文学作品を読み解く感受性や想像力を身につける。

(態度・志向性)

上記のことを自分の言葉で説明する力をつける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の授業で配布する設問付きのテキストを、予習・復習にも活用
してください。予習としては、次回の講義にスムーズに入っていけ
るよう、授業の前日に必ず前回のテキストを読み返しておくこと
（15～30分程度）。
　また復習としては、毎回の授業後、その日の講義での解説を参考
に、その回の設問の解答をあらためて自分の言葉で作成すること
（30分程度）。試験の直前にまとめて行うのは、時間的にも記憶の
上からも無理があるので、毎回の授業後に必ず作成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業では毎回、読解すべき本文を設問付きで配布します。受講者
はまず、設問の答えを書きこみながら、本文を自分の力で読んでい
きます。その後、解説を聴きながら、自分の読みと比べてくださ
い。出欠は基本的にはとりませんが、解説の前、あるいは後に設問
の解答を提出してもらうことが数回ありますので、それを平常点と
して扱います。提出した用紙の解答は、受講態度の目安として、評
価の参考にします。
　評価は基本的には、上記の提出用紙と定期試験によって行いま
す。試験では、この授業の到達目標である「異文化に対する知識と
教養を深める」こと、「文学作品を読み解く感受性や想像力を身に
つける」ことができているか、それを「自分の言葉で説明する力を
つける」ことができているかを評価基準として採点しますので、必
然的に授業を聴いている人が有利になります。試験時の持ち込みは
一切不可。
　原則として定期試験を9割、残り1割は平常点によって評価しま
す。

定期試験により到達目標の「知識・理解)」、「態度・志向性」、
「技能」を総合的に評価し、平常点では受講態度と特に「技能」を
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

毎回、授業の時に、設問付きの本文テキストを配布。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

設問の解答用紙を提出する時は、用紙配布の時点に遅刻し
たり、退席したりしていた者は、欠席扱いとし、受講態度
の評価の参考とします。
他人に迷惑をかける行為、特に授業中に私語をすることを
かたく禁じ、受講態度の評価として重視します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：　『カルメン』を読む1
ガイダンス、作者紹介、
テキスト１の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第2回：　『カルメン』を読む2
テキスト2の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第3回：　『カルメン』を読む3
テキスト3の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第4回：　『カルメン』を読む4
テキスト4の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第5回：　『カルメン』を読む5
テキスト5の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第6回：　『カルメン』を読む6
テキスト6の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第7回：　『カルメン』を読む7
テキスト7の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第8回：　『カルメン』を読む8
テキスト8の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第9回：　『カルメン』を読む9
テキスト9の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第10回：　『カルメン』を読む10
テキスト10の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第11回：　『カルメン』を読む11
テキスト11の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第12回：　『カルメン』を読む12
テキスト12の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第13回：　『カルメン』を読む13
テキスト13の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第14回：　『カルメン』を読む14
テキスト14の黙読及び作品解説、設問解法の手引き1
第15回：　『カルメン』を読む15
テキスト14の黙読及び作品解説、設問解法の手引き2、全
体まとめ



2019-S000009442-02人文地理学「BB」（系統地理学の主題について考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限　　

磯田　則彦

◎－－－　概要　－－－◎

　地理学は、通常系統地理学と地誌学に分類される。両者の比
重は時代とともに変化してきたが、前者の重要性は1950年代以
降の世界の地理学の動向を見れば一目瞭然である。系統地理学
は、実に多くの専門領域から構成されるが、通常その内容によ
り人文地理学と自然地理学に分類される。本講義では、地理学
における系統地理学の位置づけと特徴について理解したうえ
で、人文地理学の基本的な領域の理解を目標とする。人文地理
学にはどのような主題があり、その主題にはどのような地域性
が認められるのか、という観点から学習を進めていきたい。具
体的には、世界の農業・工業・都市の地域性や特徴について、
農業形態、工業類型論や立地論、およびプライメイトシティを
はじめとした世界の大都市について考察する。事例地域として
は、アメリカ・ＥＵ諸国、中国、南米・アフリカの国々などを
取りあげる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人文地理学が扱う主題について理解し説明できる。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各回の講義内容の理解を進めるために、講義時間以上の予
習・復習を行ってください（講義１時間あたり２時間程度）。
具体的には、授業中に配布する資料の文章を次回の講義までに
熟読してくる。および、板書ノートや前記資料中の専門用語の
意味や重要統計などを復習してくる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果（100％）により評価する。具体的には、世
界の農業・工業・都市に関する専門用語や地名・都市名、およ
び重要統計などが理解できているかを重視する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　なし。配布資料により講義を行う。

◎－－－　参考書　－－－◎

　地図帳および世界国勢図会等

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　クラスサイズが比較的大きいので、授業中に充分に理解
できなかった点、確認しておきたい点、疑問点などはオ
フィス・アワーなどを利用して補うことをすすめます。も
ちろん、人文地理学を受講する上での学習上のアドバイス
などもできますので、遠慮なく相談してください。みなさ
んが主体的に勉強できる環境を一緒につくりましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①　地理学と系統地理学
②　人文地理学の主題とは
③　穀物栽培農業
④　有畜農業
⑤　プランテーション農業
⑥　中国の農業地域区分
⑦　工業類型論
⑧　工業立地論
⑨　アメリカの工業地域
⑩　ＥＵの工業地域
⑪　都市化する世界
⑫　世界の都市の分類
⑬　プライメイトシティとは
⑭　世界の大都市問題
⑮　まとめ



2019-S000009433-02芸術Ａ「BB」（文化遺産・世界遺産・近代化遺産①）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2019/07/30　夜１限　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　芸術といえば、美術、音楽、文学、演劇、映画など、さまざ
まな表現と内容があります。この授業では、芸術一般ではな
く、文化遺産を対象にします。文化遺産は、広義では人類の文
化的活動によって生み出された建造物、遺跡、美術品、音楽、
演劇などの有形（不動産・可動文化財）・無形の文化的所産の
ことをいうが、ここでは、近年社会的に注目を集めている、お
もに世界遺産、近代化遺産について、九州を中心に具体的事例
をとりあげてみてゆきます。
　美術館学芸員としての勤務経験がある教員が、テキストの講
読を中心としながら、文化遺産、近代化遺産の保存や活用に関
する身近な具体的事例説明もおりまぜ、時には画像映写なども
行いながら授業を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概念を理解する。(知
識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の代表的な事例を学び、教
養として理解する。(知識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産を各自の以後の人生の中で
時々に身近な問題として考える態度を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回授業該当部分を事前に読んでおくこと（90分程
度目標）。
　授業後に、専門用語などを復習、記憶しておくこと（90分程
度目標）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概要と事例を、どの程度
まで理解できているかどうかを評価の基準とします。時々に提
出してもらう短い感想文などの平常点30％、期末試験70％を目
安として総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

砂田光紀『九州遺産』（弦書房、2005年6月）

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　文化遺産を含めた芸術に関心をもつことが前提です。そ
のためには身近にある文化遺産や近代化遺産に行ってみる
ことを勧めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス　授業の内容説明
２　九州の産業遺産　治水利水建造物等
３　九州の産業遺産　農業施設・用水路等　(1)
４　九州の産業遺産　農業施設・用水路等　(2)
５　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(1)
６　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(2)
７　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(3)
８　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(4)
９　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(5)
10　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(6)
11　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(7)
12　九州の産業遺産　鉄道車両
13　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(1)
14　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(2)
15　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(3)



2019-S000009434-02芸術Ｂ「BB」（文化遺産・世界遺産・近代化遺産②）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：2020/01/21　夜１限　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　芸術といえば、美術、音楽、文学、演劇、映画など、さまざ
まな表現と内容があります。この授業では、芸術一般ではな
く、文化遺産を対象にします。文化遺産は、広義では人類の文
化的活動によって生み出された建造物、遺跡、美術品、音楽、
演劇などの有形（不動産・可動文化財）・無形の文化的所産の
ことをいうが、ここでは、近年社会的に注目を集めている、お
もに世界遺産、近代化遺産について、九州を中心に具体的事例
をとりあげてみてゆきます。
　美術館学芸員としての勤務経験がある教員が、テキストの講
読を中心としながら、文化遺産、近代化遺産の保存や活用に関
する身近な具体的事例説明もおりまぜ、時には画像映写なども
行いながら授業を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概念を理解する。(知
識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の代表的な事例を学び、教
養として理解する。(知識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産を各自の以後の人生の中で
時々に身近な問題として考える態度を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回授業該当部分を事前に読んでおくこと（90分程
度目標）。
　授業後に、専門用語などを復習、記憶しておくこと（90分程
度目標）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概要と事例を、どの程度
まで理解できているかどうかを評価の基準とします。時々に提
出してもらう短い感想文などの平常点30％、期末試験70％を目
安として総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

砂田光紀『九州遺産』（弦書房、2005年6月）

◎－－－　参考書　－－－◎

 適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　文化遺産を含めた芸術に関心をもつことが前提です。そ
のためには身近にある文化遺産や近代化遺産に行ってみる
ことを勧めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス　授業の内容説明
２　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(1)
３　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(2)
４　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(3)
５　九州の産業遺産　工場・関連施設
６　九州の産業遺産　造船施設
７　九州の産業遺産　軍事・基地施設
８　九州の産業遺産　軍事・要塞・砲台
９　九州の産業遺産　軍事・原爆被爆構造物
10　九州の産業遺産　公共・公会堂
11　九州の産業遺産　公共・学校
12　九州の産業遺産　公共・宗教施設
13　九州の産業遺産　商業・ホテル
14　九州の産業遺産　商業・銀行
15　九州の産業遺産　商業・店舗群



2019-S000009452-05法学Ｂ「BB」（憲法秩序の再構築に向けて）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部２時限　　試験時間割：2020/01/20　夜２限　　

岩倉　正博

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は２１世紀の大学の講義としての「法の学」を目指
す。学的営為や知性への敬意が蔑ろにされている現在、改めて
学の重要性と有効性への信頼を取り戻したい。
　人権・民主主義・主権・憲法・ネイションという法や社会の
根本問題をめぐって、アメリカやヨーロッパでは激変が続いて
おり、他方で明治維新から１５０年を経たわたしたちの足元の
現実は「憲法クーデター」下で危機的な状態に陥っている。こ
の病理現象を的確に診断し有効な治療法を見出すには、その基
礎となる理論的な足場が不可欠である。「法の学」が未在の中
で、隣接諸学のみならず文理を超えた最新の動向を踏まえつ
つ、新たな視座を探ってみる。
　他方で、法は、近代への転換を経て、２１世紀の新たな段階
へと変化しつつある。人類史という座標軸の中で法を理解し、
その中での日本そしてアジアの可能性を展望するための理論的
枠組みも提示する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　知識を断片やマニュアルとして記憶にとどめるのではなく、
継承されてきた知的遺産との対話を通して創造的な展開を図る
という学の本来の力を身につけること、また、細分化された知
の領域や文系・理系という分断を超えて思考する総合的な力を
養うこと、そして、その基礎となる対話を通した理解力（読解
力）を高める。
(技能)

　法を主軸に歴史や社会を理論的に再構築することで、わたし
たちの現在、また、その課題や可能性を、よりよく理解できる
ようになる。これは、健全な民主主義を担う主体の資質向上を
目指すシティズンシップ教育にも資する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　配付した資料や参照を指示された情報などは、確実に取り組
んでおくこと。
　また、有効なノートをとる能力の向上のためにも、自分の
ノートを基にした復習の習慣をつけてもらいたい（予習・復
習、各30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　論述式の定期試験による。問われている基本事項を単に言葉
として記憶しているかどうかではなく、基本事項について理解
しているかどうか、また、解答すべき論点を整序し論理的に説
明できているかどうかを、その達成度に応じて評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義の中で印刷資料を配布し、それを基に講義を進め
る。
　また、日々世界で起きている出来事も「生きた教材」で
あるので、普段から関心を持ってもらいたい。

◎－－－　参考書　－－－◎

　関連する資料や文献については、入門的なものや最新の
ものを中心に、講義の中で随時紹介する予定である。それ
ぞれの問題意識に応じて取り組んでもらいたい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は法学Ａと法学Ｂが相補い内容上一体のものとし
て計画されているので、十分な理解を得るためにも前期の
法学Ａと後期の法学Ｂの双方を併せて履修することが望ま
しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　近代法の全体像再考
２　啓蒙期自然法論とは何だったのか①
３　啓蒙期自然法論とは何だったのか②
４　近代への歴史的転換
５　人権とは何のことか
６　人権の区分について①
７　人権の区分について②
８　人権の区分について③
９　憲法とは何か
10　近代国家の成立と絶対主義
11　主権と国民形成
12　民主主義について①
13　民主主義について②
14　正義について
15　２１世紀と法



2019-S000009453-08日本国憲法「BB」（「この国のかたち」を考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：土・二部２時限　　試験時間割：2019/07/27　夜２限　　

守谷　賢輔

◎－－－　概要　－－－◎

　「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」が日本国憲法の三
大原理である、と学んだ記憶のある人は多いでしょう。けれども、そ
れぞれの意味内容や意義を問われたとき、明確に答えることのできる
人は、どれほどいるでしょうか。また、私たちの生活が憲法とどのよ
うに関係しているかを具体的に感じたことのある人は、あまりいない
かもしれません。
　しかしながら、私たちが当たり前のように普通に生活を営むことが
できることは、憲法と密接に関係しており、切り離すことのできない
ものです。憲法を学ぶということは、私たち一人ひとりが幸せに生き
るためには、どのような社会や国家が望ましいのかを考えることでも
あります。
　望ましい社会や国家のあり方は、１つではありません。ここには
「正しい答え」は存在しません。したがって、条文や用語の暗記は
まったく無意味です。暗記することが憲法の勉強だと思っている人
は、早急に勉強の姿勢を改めてください。
　この講義では、最初に、憲法とはどのような内容をもつ法なのか、
何のために存在する法なのか、法律との違いは何かといった憲法に関
する基本的な論点について学んでいきます。これらの基本的な知識を
習得したことを前提に、その後の講義を進めていきます。
　毎回の講義は、それぞれ別個独立したものではなく、相互に関連し
ています。各論点のつながりを意識し、主体的に考えていくことを心
がけて受講するようにしてください。
　この講義では、毎回、映像をみてもらいます。映像から、私たちの
生活と憲法との関係、どのような歴史があり私たちの「いま」がある
のかについて具体的なイメージをつかみ、理解することを心がけてく
ださい。そして、憲法問題を糸口に、様々な社会問題に関心をもち、
考えていく姿勢を身につけてください。
　授業時間に制約があることから、この講義の中で憲法の論点を網羅
的にとりあげることはできません。授業で扱わなかった論点について
は、教科書や参考書などを参照し、自習に努めてください。そうする
ことで、憲法をより体系的に理解することができ、皆さんの知的好奇
心を刺激することでしょう。

◎－－－　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)

私たちの生活と憲法は密接な関係にあることを、具体例を挙げながら
説明することができること。(知識・理解)

習得した基本的知識を用いて、日々のニュースが憲法とどのように関
係しているかを考えることができること。(態度・志向性)

習得した基本的知識を用いて、望ましい国家や社会のあり方を主体的
に考えることができること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　レジュメに予習・復習しておくべき教科書の該当箇所を記載してお
きます。特に復習の際には、各論点の関連性を意識して学習して下さ
い。
　講義前に新聞記事を配布することがあります。必ず事前に読んでお
いてください。
　新聞やテレビなどで毎日ニュースをみて、いかなる憲法問題や社会
問題が生じているのかを考え、私たち一人ひとりにとって、どのよう
な社会や国家が望ましいのかを考えてみてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績で評価します。憲法に関する基本的知識を習得して
いることを評価の基準とします。
　授業後やオフィスアワーなどでの質問の内容によって、１回につき
１～３点を付与し、それを定期試験の点数に加点します。講義に積極
的に取り組む姿勢を評価します。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　播磨信義・木下智史・渡辺洋・脇田吉隆・上脇博之
『新・どうなっている！？日本国憲法〔第3版〕』（法律
文化社、2016年）ISBN:4589037513
　講義内容に沿ったレジュメを用います。レジュメは、授
業の2日前の17時までにMoodleにUPしますので、各自でそ
れをダウンロードしプリントアウトして持参して下さい。
前の講義内容にふれることがあるので、以前に用いた授業
レジュメも持参して下さい。

◎－－－　参考書　－－－◎

18歳からはじめる憲法〔第2版〕　ISBN 4589037815
憲法主義　ISBN 9784335000911
日本国憲法を考える〔第3版〕　ISBN 4569819133

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「法学A」「法学B」「法律学概論」などの他の法律学
の一般教養科目を履修済み、または履修中であるほうが、
より良く理解できます。
　真剣に勉強する気がない人や単位を取るためだけに履修
を考えている人は、この授業の講義の登録を遠慮してくだ
さい。
　私語、携帯電話の使用等、授業妨害とみなされる行為を
行う者には、退出を命じ、また大幅に減点します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.憲法とは何か
3.立憲主義の成立と展開
4.日本憲法史
5.平和主義
6.個人の尊重と幸福追求権
7.法の下の平等
8.精神的自由権
9.経済的自由権
10.社会権
11.人身の自由と刑事手続き上の権利
12.国会
13.内閣
14.裁判所
15.憲法訴訟

　授業計画は一応の目安であり、順番どおりに各論点を講
義するわけではありません。



2019-S000009472-03法律学概論「BB」（憲法が定める統治の仕組みと「この国のかたち」）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：土・二部２時限　　試験時間割：2020/01/25　夜２限　　

守谷　賢輔

◎－－－　概要　－－－◎

　国政選挙の投票率は50％程度であり、地方選挙になると、地域に
よっては投票率が30％ほどしかないところや、選挙すら行われない場
合もあります。こうした状況は、政治に無関心な人が多いからでしょ
うか。関心はあっても、「素人」には近寄りがたい難解さを感じてい
る人もいるかもしれません。また、政治が自分たちの生活に身近なも
のと感じることのできない人もいるでしょうし、政治に「絶望」して
いる人もいるかもしれません。
　いずれにしても、国民（地方においては「住民」）が選挙で選んだ
代表者である議員が政治を行い、私たちの生活に多大な影響を及ぼし
ていることは、間違いありません。消費税増税を思い起こせば、この
ことはすぐに理解できることでしょう。政治への関心の有無にかかわ
らず、私たちは政治と関係なく生きていくことはできないのです。
　したがって、「損をしない」ために、政治の仕組みに関する一定の
知識を習得し、賢い市民となることに大きな意義があります。私た
ち、そして将来世代にとって、望ましい統治のあり方とは何かを主体
的に考え、より良い社会をつくっていくことは、社会の担い手である
私たち一人ひとりの重要な責務と言えるでしょう。
　この授業では、憲法学の観点から、日本そして他国の統治の仕組み
を概観し、望ましい統治のあり方を考えることを目的としています。
他者の意見を聞きながら主体的に考える作業をするために、グループ
ワークを行います。グループワークでは、討論に参加し、必ず発言し
てもらいます。
　授業時間に制約があることから、この講義の中で憲法の論点を網羅
的にとりあげることはできません。授業で扱わなかった論点について
は、教科書や参考書などを参照し、自習に努めてください。そうする
ことで、憲法をより体系的に理解することができ、皆さんの知的好奇
心を刺激することでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法が定める統治の仕組みに関する基本的知識を習得し、それを自分
の言葉で説明できること。(知識・理解)

習得した基本的知識を用いて、より良い統治のあり方を主体的に考え
ることが出来ること。(態度・志向性)

日々のニュースをみて、憲法が定める統治の仕組みとの関連を考える
ことができること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　復習しておくべき事項について、教科書の該当箇所をレジュメに記
載しておきます。各論点の関連を意識して学習してください。
　授業前に新聞記事を配布することがあります。必ず事前に読んで、
自分の意見を言えるようにしておいてください。
　また毎日、ニュースや新聞をみて、国内外でどのような政治問題が
生じているのかを確認し、より良い統治のあり方を主体的に考え、自
分の意見を言えるように心がけてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績と、グループワークの内容で評価します。定期試験
に50点を配分し、グループワークに50点を配分します。グループワー
クでの自分の発言や討論の内容を毎回、ミニッツペーパーに記載して
もらいます。ミニッツペーパーに書いた内容が、グループワークの成
績評価の対象となります。授業に出席していても、グループワークに
積極的に参加せず発言しない人には、点数はありません。
　定期試験、グループワークの双方とも、憲法が定める統治の仕組み
に関する基本的知識を習得していること、習得した基本的知識を用い
て望ましい統治のあり方を主体的に考えることができるかを評価の基
準とします。
　また、授業後やオフィスアワー等での質問の内容によって、１回に
つき１～３点を付与し、それを定期試験の点数に加点します。授業に
積極的に取り組む姿勢を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　君塚正臣編『大学生のための憲法』（法律文化社、2018
年）ISBN：4589039079
　講義内容に沿ったレジュメを配布します。
　日本国憲法と大日本帝国憲法の条文が掲載された「資
料」を必ず持ってきてください（「資料」は初回の授業で
配布します）。

◎－－－　参考書　－－－◎

一歩先への憲法入門　ISBN 4641131961
トピックからはじめる統治制度　ISBN 4641131880
憲法主義　ISBN 4569819133

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「日本国憲法」や「憲法概論」または他の法律学や政治
学の一般教養科目を履修済みまたは履修中であるほうが、
授業をより良く理解できます。
　真剣に勉強する気がない人、単位を取るためだけに履修
を考えている人は、この授業の登録を遠慮してください。
　私語、携帯電話の使用等、授業妨害とみなされる行為を
行う者には、退出を命じ、また大幅に減点します。

※登録については、『学修ガイド』の「登録制限科目につ
いて」を参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.権力分立
3.国民主権と象徴天皇制
4.大統領制と議院内閣制
5.日本国憲法における議院内閣制
6.選挙権と選挙制度
7.代表制
8.国会（１）
9.国会（２）
10.内閣
11.裁判所（１）
12.裁判所（２）
13.憲法訴訟
14.地方自治
15.まとめ

　授業計画は一応の目安であり、授業の進捗状況等によ
り、テーマや順番を変更することがあります。



2019-S000009454-05政治学Ａ「BB」（政治学入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部１時限　　試験時間割：2019/07/31　夜１限　　

山中　亜紀

◎－－－　概要　－－－◎

私たちは、たくさんの人々とおなじ空間のなかでともに生活し
ています。しかし、「こんな生活がしたい！」という目標や欲
求は、ひとりひとり異なりますし、「どうやって理想の生活を
実現するか」という考え方も、さまざまです。そうした「違
い」は、時として、深刻な争いを招くことになります。こうし
た現実のなか、対立する意見を調整しながら、秩序や安定を生
み出そうとするのが、「政治」の重要な営みです。そうした
「政治」の営みは、私たちの暮らしのなかで、具体的にはどの
ように展開されているのでしょうか。本講義では、「政治」に
ついて考えるうえで理解しておかねばならない、政治学の基礎
知識を習得したいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

政治学において用いられる基礎用語を理解する。(知識・理解)

《政治とは何か？》という問いにたいして、概括的なイメージ
を抱くことができるようになる。(知識・理解)

他者と共存するうえで必要な姿勢や事柄を思い描くことができ
るようになる。(態度・志向性)

「概括的なイメージ」を言葉をもちいて説明することができる
ようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業終了時、その日の授業内容を復習するため、もしくは次回
授業の予習のために、【毎回必ず】課題（約30～60分を要す
る）を課します。課題を終えたうえで授業に臨むことは【出席
の前提条件】です。課題の内容はその時々で変わりますので、
指示をきちんと聞いてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験７０％およびコメント・シート（詳細は後述）３０％
を目安として、総合的に評価します。
・定期試験の回答形式は論述式を予定しています。論述を採点
するにあたっては、「講義内容の理解」にくわえ、「論述展開
の適切さ・明瞭さ」および「表記の適切さ」を基準とします
（箇条書き、字句の羅列、図式化、ノートの転載等は評価しま
せん）
・受講姿勢および授業内容の理解度を確認する一助として、授
業中に適宜、コメント・シートを配布し、授業内容への質問や
意見、設問・課題への回答を記入してもらいます（課題への回
答はもちろん、質問や感想などの記入内容も評価対象としま
す）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません

◎－－－　参考書　－－－◎

加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦『現代政治学［第四
版］』（有斐閣、2012年）、1,900円＋税　ISBN
978-4641124554
川出良枝・谷口将紀編『政治学』（東京大学出版会、
2012年）、2,200円＋税　ISBN 978-4130322195

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業内容についてのレジュメ（要旨）は配布しません。
講義概要は板書するので、ノートをとってください（口頭
説明のみになることもありますが、各自で重要度を判断
し、メモをとってください）
・授業中配布するコメント・シートを代筆する（代筆して
もらう）など不誠実な行動は、厳に慎んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の内容・順序は以下のように考えていますが、進展に
応じて、多少変更することもあります。
1. イントロダクション
2. 政治とは何か1：権力
3. 政治とは何か2：支配と正統性
4. 立憲主義
5. 自由民主主義
6. 代表制
7. 行政府
8. 政党
9. 政治への働きかけ1：選挙
10. 政治への働きかけ2：利益集団
11. 政治への働きかけ3：マス・メディア
12. 地方自治と住民参加
13. 福祉と政治
14. グローバル化時代の新たな課題
15. まとめ



2019-S000009455-05政治学Ｂ「BB」（国際政治史概説）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部１時限　　試験時間割：2020/01/22　夜１限　　

山中　亜紀

◎－－－　概要　－－－◎

21世紀初頭の現在、国際社会の様相は20世紀とは大きく様変わ
りしています。たとえば、EUに代表されるように、旧来の国
家の枠組を超えた統合体を創りだそうとする取り組みが世界の
あちこちでなされています。一方、アジアやアフリカを中心と
する地域では、あらたな独立国家の建設をめざす分離運動や、
領土の再編・分割をめぐる対立も続いています。世界の「かた
ち」は、日々、更新されているのです。もっとも、こうした国
際事象のほとんどは、近年になって初めて生じたものではな
く、前世紀以前から続く歴史的な背景を有しています。そうし
た前史を知っていれば、「どうしていま、このような動き／問
題がおこっているのか」ということは、ずっと理解しやすくな
るはずです。本講義では、現代の国際問題を理解するうえで不
可欠な、基本的な国際政治の歴史を学びたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際的な時事的トピックの概要を知る(知識・理解)

時事的トピックについて、多角的に考察しようとする態度を身
につける(態度・志向性)

理解した内容を、言葉を用いて他人に伝わるように表現できる
ようになる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業終了時、その日の授業内容を復習するため、もしくは次回
授業の予習のために、【毎回必ず】課題（約30～60分を要す
る）を課します。課題をおえたうえで授業に臨むことは【出席
の前提条件】です。課題内容はその時々で変わりますので、指
示をきちんと聞いてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験７０％およびコメント・シート（授業内容への質問や
感想、課題への回答を記入してもらいます）３０％を目安とし
て、総合的に評価します。
・定期試験の回答形式は論述式を予定しています。論述を採点
するにあたっては、「講義内容の理解」にくわえ、「論述展開
の適切さ・明瞭さ」および「表記の適切さ」を基準とします
（箇条書き、字句の羅列、図式化、ノートの転載等は評価しま
せん）
・受講姿勢および授業内容への理解度を確認するため、授業中
に適宜、コメント・シートを配布し、質問・設問への回答を求
めます（シートへの記入内容も評価対象とします）

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません

◎－－－　参考書　－－－◎

石井修『国際政治史としての20世紀』有信堂高文社、2000
年、3000円＋税　ISBN 978-4-8420-5539-8
松岡完『20世紀の国際政治』［改訂増補版］同文舘出版、
2003年、3,400円＋税　ISBN 978-4-4954-6172-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業内容についてのレジュメ（要旨）は配布しません。講
義概要は板書するので、ノートをとってください（口頭説
明のみになることもありますが、各自で重要度を判断し、
メモをとってください）。
コメント・シートを代筆する（代筆してもらう）など不誠
実な行動は、厳に慎んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の内容・順序は以下のように考えていますが、進展に
応じて、多少変更することもあります
1. イントロダクション
2. 国際政治のアリーナ
3.19世紀末の国際情勢：帝国主義の時代～アフリカ諸国の
内戦
4. 第一次世界大戦～パレスティナ問題
5. 国際連盟の創設～集団安全保障
6. 世界恐慌とブロック化の伸展～自由貿易体制
7. 第二次世界大戦と戦後体制の構築～日本の「領土問題」
8.冷戦のはじまり1～朝鮮半島分断
9. 冷戦のはじまり2～ヨーロッパ統合の礎
10. 冷戦の常態化～武器の拡散
11. 核をめぐる争い～核不拡散の取組み
12. デタントと国際政治の多極化～資源外交
13. 冷戦のおわり～激化する民族紛争
14. あらたな世界秩序をもとめて～「独立」と地域共同体
15. まとめ



2019-S000009473-02政治学概論Ａ「BB」（現代政治と国家）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部２時限　　試験時間割：2019/07/31　夜２限　　

東原　正明

◎－－－　概要　－－－◎

　19世紀以降、世界の政治は国民国家を中心として動いてきま
した。しかし近年、統合を一層深めつつあるEUをはじめとし
て、国家を超える組織の重要性が高まっています。それと同時
に、国家内において存在する、あるいは国境をまたいで結びつ
きを強める地域の動向も注目されるようになり、国民国家概念
の相対化ともいえる事態が進行しています。
　このような現状認識に立つとはいえ、二度の世界大戦を経て
現在に至るまで、依然として国家が政治の中心的なアクターの
一つとして存在し続けていることも事実です。また、ヨーロッ
パには統合の進展に対する懐疑や反対の動きも見られます。本
講義ではまず、政治とは何かについて考えたのち、私たちの生
活に今なお欠くことのできない現代の国家に関して様々な角度
から検討します。その際には、担当者が在オーストリア日本大
使館の専門調査員として勤務した経験を活かし、ヨーロッパを
中心に国家に関わる様々なテーマを提示しつつ内容を深め、講
義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

政治とは何かということについて理解することができる(知
識・理解)

国民国家について、その歴史や問題点も含めて学習することを
通じて、現代世界の政治的動向について自己の見解を持つこと
ができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、日ごろから新聞等の報道に目を通し、日本や
世界の政治の動向に関心を持っておくことが求められます。復
習としては、講義の内容を整理して疑問点や問題点を確認し、
次回授業に臨む準備をすることが必要です（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義内容をふまえ、政治とは何か、国家とは何かについて理
解できているかを評価の基準とします。
　定期試験により評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山本佐門『現代国家と民主政治（改訂版）』（北樹出版、
2010年）　ISBN978-4779302459（1800円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

政治学の第一歩　ISBN 978-4-641-15025-6
連邦制入門　ISBN 978-4862830722
政治学をつかむ　ISBN 978-4641177154

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日ごろから政治への関心を持ち、積極的に学習して下さ
い。
　私語など他の受講生の学習を妨害する行為、携帯電話、
スマートフォン等の使用は禁止し、それらの行為に対して
は、学生証を提示させ、退出を命じる等の措置を含めて厳
正に対処します。携帯電話、スマートフォン等は講義には
不要ですので、カバンの中に収納し、机上には出さないこ
と。
　各回の配布資料はFUポータルに掲載するので、各自で
印刷して講義時に持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 はじめに
2 政治現象とは
3 政治の定義
4 国家とは（1）
5 国家とは（2）
6 国家権力（1）
7 国家権力（2）
8 ナショナリズムと国家（1）
9 ナショナリズムと国家（2）
10 民族と国家
11 変動する国家（1）
12 変動する国家（2）
13 政治体制
14 新しい国のかたち
15 おわりに



2019-S000009474-02政治学概論Ｂ「BB」（代表制民主主義の理念と現実）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部２時限　　試験時間割：2020/01/22　夜２限　　

東原　正明

◎－－－　概要　－－－◎

　民主主義国家において、国民は主権者として様々な形で政治
に参加しています。この参加は、選挙における投票という形で
表現されるだけではありません。デモや集会への参加、利益集
団を通じての積極的な政治活動など、議会外の直接行動も含め
た幅広いものとしてとらえることが重要です。こうした広範な
政治参加をより意義のあるものにするためにも、私たちには民
主主義についての理解を十分なものとしておくことが必要とな
ります。
　本講義では、検討の対象を代表制民主主義に絞りつつ、議会
や政党、行政府などの現実政治における様々なアクターの活動
や特質について説明するとともに、地方自治の現状や、政治へ
のマスメディアの影響についても検討します。その上で、代表
制民主主義が抱える諸問題を分析し、民主主義への理解を深め
ます。その際には、担当者が在オーストリア日本大使館の専門
調査員として勤務した経験を活かし、ヨーロッパにおける代表
制民主主義の実態についても解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表制民主主義の理念と現実に関して理解することができる
(知識・理解)

現在の民主主義が抱える課題や問題点について考える上で必要
な知識の取得し、大学での講義にとどまることなく、社会に出
てからも主権者として主体的に行動できるようになる(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、日ごろから新聞等の報道に目を通し、日本や
世界の政治の動向に関心を持っておくことが求められます。復
習としては、講義の内容を整理して疑問点や問題点を確認し、
次回授業に臨む準備をすることが必要です（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義内容をふまえ、代表制民主主義の理念と現実について理
解できているか、現在の民主主義が抱える課題や問題点につい
て考える上で必要な知識の取得しているかを評価の基準としま
す。
　定期試験により評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山本佐門『現代国家と民主政治（改訂版）』（北樹出版、
2010年）　ISBN978-4779302459（1800円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

民主主義対民主主義 多数決型とコンセンサス型の36カ 国
比較研究（原著第2版）　ISBN 978-4326302338

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日ごろから政治への関心を持ち、積極的に学習して下さ
い。
　私語など他の受講生の学習を妨害する行為、携帯電話、
スマートフォン等の使用は禁止し、それらの行為に対して
は、学生証を提示させ、退出を命じる等の措置を含めて厳
正に対処します。携帯電話、スマートフォン等は講義には
不要ですので、カバンの中に収納し、机上には出さないこ
と。
　各回の配布資料はFUポータルに掲載するので、各自で
印刷して講義時に持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 はじめに
2 政治集団
3 代表制民主主義
4 独裁体制
5 議会制民主主義の歴史
6 日本における議会制と政党制
7 議会制民主主義の基本要素
8 議会と行政府
9 政党と利益集団
10 選挙
11 地方自治
12 マスメディアと政治
13 国民の政治意識
14 代表制民主主義の現実
15 おわりに



2019-S000009456-10経済学Ａ「BB」（ミクロ経済学の基礎とミクロ経済学のための数学基礎）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部２時限　　試験時間割：2019/07/25　夜２限　　

入江　雅仁

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、ミクロ経済学の土台となっている市場の理論と生
産者の理論を簡単な数学や図表を織り交ぜながら解説するととも
に、理解度を確かめるために、公務員試験などの過去問に基づく
問題などを取り上げながら、講義を進めていきます。
　なお、この講義で解説する基礎的な論旨の理解と実践的な問題
を解く力を確実に習得するためには、参考書や図書館などで類似
の問題などに取り組む事が不可欠ですが、こうした自発的に取り
組んだ経験は将来に生かされるので、予習・復習をしっかりと
行ってください。

　講義はOHCを利用して、計算や作図の過程などを解説します
が、解法だけでなく講義メモも作成するよう心がけて下さい。そ
のような講義メモの作成などを通じて、問題や解法などを視覚
的・多面的に捉える力や基礎的な数学の知識を養ってください。
なお、グラフを描くときには、必ず軸があらわす意味を明記する
とともに各軸の関係を把握すると、理解がより深まります。
　また、自力で正解にたどりつく過程を体感してもらうために、
講義の復習を兼ねた簡単な小テストを実施しますので、自らの手
で計算や図解をするように努めてください。この経験を活かし
て、いろいろな問題に対する解決策・処方箋を自らの力で見出す
能力や応用力を磨いてください。

　以上のように、数学や作図を用いて講義を進めますが、数学関
連の知識は講義中にも解説しますので、講義に出席して講義メモ
を必ず作成するようにしてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

市場の要素および市場均衡について説明できる。(知識・理解)

市場均衡や比較静学を使った応用分析を考えるようになる。(技能)

費用に関する知識を身につけ、それらを図表で説明できる。(知
識・理解)

企業の利潤最大化問題を理解し、最適解を図表や計算で求める事
が出来る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習（各回1～2時間程度）として、参考書やインターネッ
トなどで専門用語の意味などを理解し、事後学習（各回2～3時間
程度）で、講義中に解説した計算問題を再度解きなおしたり、作
図を行ったりして、復習を重ねてください。なお、復習には、FU
ポータルに公開する資料や課題を利用したり、参考書や図書館な
どで類似の問題などに取り組むなどしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　市場均衡に関する基本的な事を図表や計算などで求めたり、現
実の問題などを定量的に考察・再現できるかどうかを評価の基準
とします。また、利潤最大条件の意味を理解し、その解を図表な
どで求められる事を評価の基準となります。
②評価方法と評価の割合
　基本的には、期末試験の成績:80％と平常点（小テストと課
題）:20％の合計100％で評価します。
③その他
　小テストは、復習を兼ねた問題や応用問題などを講義中に提出
してもらいます。他方、課題は各自で取り組み、講義後に提出し
てください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せずに資料を配布予定。

◎－－－　参考書　－－－◎

石川秀樹（著），『経済学入門塾Ⅱミクロ編』，中央経済
社；
石川秀樹（著），『新・経済学入門塾Ⅵ　計算マスター
編』 中央経済社；
茂木喜久雄（著），『らくらくミクロ・マクロ経済学入門
　計算問題編』，週間住宅新聞社；
西村和雄（著），『入門・経済学ゼミナール』，実務教育
出版；
白浜堤津耶・森脇翔太（著），『例題で学ぶ初歩からの経
済学』， 日本評論社；
このほか、必要に応じて、授業中に指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　参考書などを参考にしたプリント（FUポータルを通じ
て印刷できるようにする予定）とOHCを利用して、講義を
進める予定です。なお、OHCのメモを見落とした場合や記
入漏れなどがある場合は、講義の前後などに資料を公開す
るので、各自でノートを書き写すように心がけてくださ
い。
　また、講義の復習や応用などを兼ねた簡単な小テストな
どを講義中に実施するので、必ず、講義ノートを作成して
ください。なお、評価対象の小テストなどは、講義ノート
を作成すれば解ける問題などを予定しているので、必ず、
指定時間までに提出してください。
　携帯・スマートフォンを机の上などに置いたり、それら
を講義中に使用するなどの行為は厳禁とします。また、配
布プリントの余りなどを置く場所に指定した座席には座ら
ないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　授業は以下の内容を進む予定です。なお、必要に応じ
て、一部を変更することがあります。
１　市場の要素
２　需要と供給の法則および市場均衡
３　需要・供給曲線のシフトと市場均衡
４　比較静学の応用分析
５　市場均衡と連立方程式の解法
６　需要と供給の価格弾力性
７　価格弾力性と曲線の関係
８　需要の価格弾力性と収入の関係
９　需要の価格弾力性の応用分析
１０　いろいろな費用関数
１１　逆S字型総費用関数に関する各費用関数の関係
１２　利潤最大化問題
１３　損益分岐点・操業停止点
１４　利潤最大化問題の応用分析
１５　前期のまとめ



2019-S000009457-10経済学Ｂ「BB」（マクロ経済学の基礎とマクロ経済学のための数学基礎）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部２時限　　試験時間割：2020/01/23　夜２限　　

入江　雅仁

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、マクロ経済学の土台となっているマクロモデルを簡
単な数学や図表を織り交ぜながら解説するとともに、理解度を確か
めるために、公務員試験などの過去問に基づく問題などを取り上げ
ながら、講義を進めていきます。
　なお、この講義で解説する基礎的な論旨の理解と実践的な問題を
解く力を確実に習得するためには、参考書や図書館などで類似の問
題などに取り組む事が不可欠ですが、こうした自発的に取り組んだ
経験は将来に生かされるので、予習・復習をしっかりと行ってくだ
さい。

　講義はOHCを利用して、計算や作図の過程などを解説しますが、
解法だけでなく講義メモも作成するよう心がけて下さい。そのよう
な講義メモの作成などを通じて、問題や解法などを視覚的・多面的
に捉える力や基礎的な数学の知識を養ってください。なお、グラフ
を描くときには、必ず軸があらわす意味を明記するとともに各軸の
関係を把握すると、理解がより深まります。
　また、自力で正解にたどりつく過程を体感してもらうために、講
義の復習を兼ねた簡単な小テストを実施しますので、自らの手で計
算や図解をするように努めてください。この経験を活かして、いろ
いろな問題に対する解決策・処方箋を自らの力で見出す能力や応用
力を磨いてください。
　
　以上のように、本講義では、数学や作図を用いて講義を進めます
が、数学関連の知識は講義中にも解説しますので、講義に出席して
講義メモを必ず作成するようにしてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済循環と産業連関表を理解し、それらを用いて経済（お金）の流
れについて考えるようになる。(知識・理解)

産業連関分析や45度線分析からGDP等の国内所得を求める事が出来
る。(知識・理解)

乗数分析を通じて、経済環境の変化などが及ぼす影響について説明
できる。(技能)

インフレギャップ・デフレギャップについて理解したうえで、それ
らが生じた場合の経済状況について考えるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習（各回1～2時間程度）として、参考書やインターネット
などで専門用語の意味などを理解し、事後学習（各回2～3時間程
度）で、講義中に解説した計算問題を再度解きなおしたり、作図を
行ったりして、復習を重ねてください。なお、復習には、FUポータ
ルに公開する資料や課題を利用したり、参考書や図書館などで類似
の問題などに取り組むなどしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　産業連関分析・45度線分析に関する基本的な事を図表や計算など
で求めたり、現実の問題などを定量的に考察・再現できるかどうか
を評価の基準とします。
②評価方法と評価の割合
　基本的には、期末試験の成績:80％と平常点（小テストと課
題）:20％の合計100％で評価します。
③その他
　小テストは、復習を兼ねた問題や応用問題などを講義中に提出し
てもらいます。他方、課題は各自で取り組み、講義後に提出してく
ださい。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せずに資料を配布予定。

◎－－－　参考書　－－－◎

平澤典男（著），『マクロ経済学基礎理論講義』，有斐
閣；
石川秀樹（著），『経済学入門塾Ⅰマクロ編』，中央経済
社；
石川秀樹（著），『新・経済学入門塾Ⅵ　計算マスター
編』， 中央経済社；
茂木喜久雄（著），『らくらくミクロ・マクロ経済学入門
　計算問題編』，週間住宅新聞社；
西村和雄（著），『入門・経済学ゼミナール』，実務教育
出版；
白浜堤津耶・森脇翔太（著），『例題で学ぶ初歩からの経
済学』， 日本評論社
このほか、必要に応じて、授業中に指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　参考書などを参考にしたプリント（FUポータルを通じ
て印刷できるようにする予定）とOHCを利用して、講義を
進める予定です。なお、OHCのメモを見落とした場合や記
入漏れなどがある場合は、講義の前後などに資料を公開す
るので、各自でノートを書き写すように心がけてくださ
い。
　また、講義の復習や応用などを兼ねた簡単な小テストな
どを講義中に実施するので、必ず、講義ノートを作成して
ください。なお、評価対象の小テストなどは、講義ノート
を作成すれば解ける問題などを予定しているので、必ず、
指定時間までに提出してください。
　携帯・スマートフォンを机の上などに置いたり、それら
を講義中に使用するなどの行為は厳禁とします。また、配
布プリントの余りなどを置く場所に指定した座席には座ら
ないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　授業は以下の内容を進む予定です。なお、必要に応じ
て、一部を変更することがあります。
１　ミクロ経済学とマクロ経済学
２　経済循環とその表現
３　産業連関表とGDPの三面等価の法則
４　オープンモデルとレオンチェフモデルの導出
５　産業連関分析の行列解法
６　レオンチェフの逆行列と波及効果
７　経済環境の変化と産業連関表の変化
８　産業連関分析の演習
９　産業連関モデルと４５度線モデルの違いとマクロ消費
関数
１０　４５度線モデルの均衡国内所得と乗数分析
１１　産業連関表モデルと４５度線モデルの比較演習
１２　インフレギャップ・デフレギャップ
１３　フローの貯蓄とマクロ貯蓄関数
１４　４５度線分析の再考
１５　後期のまとめ



2019-S000009475-02経済学概論Ａ「BB」（ミクロ経済学の基礎とミクロ経済学のための数学基礎）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部２時限　　試験時間割：2019/07/25　夜２限　　

入江　雅仁

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、ミクロ経済学の土台となっている市場の理論と生
産者の理論を簡単な数学や図表を織り交ぜながら解説するととも
に、理解度を確かめるために、公務員試験などの過去問に基づく
問題などを取り上げながら、講義を進めていきます。
　なお、この講義で解説する基礎的な論旨の理解と実践的な問題
を解く力を確実に習得するためには、参考書や図書館などで類似
の問題などに取り組む事が不可欠ですが、こうした自発的に取り
組んだ経験は将来に生かされるので、予習・復習をしっかりと
行ってください。

　講義はOHCを利用して、計算や作図の過程などを解説します
が、解法だけでなく講義メモも作成するよう心がけて下さい。そ
のような講義メモの作成などを通じて、問題や解法などを視覚
的・多面的に捉える力や基礎的な数学の知識を養ってください。
なお、グラフを描くときには、必ず軸があらわす意味を明記する
とともに各軸の関係を把握すると、理解がより深まります。
　また、自力で正解にたどりつく過程を体感してもらうために、
講義の復習を兼ねた簡単な小テストを実施しますので、自らの手
で計算や図解をするように努めてください。この経験を活かし
て、いろいろな問題に対する解決策・処方箋を自らの力で見出す
能力や応用力を磨いてください。

　以上のように、数学や作図を用いて講義を進めますが、数学関
連の知識は講義中にも解説しますので、講義に出席して講義メモ
を必ず作成するようにしてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

市場の要素および市場均衡について説明できる。(知識・理解)

市場均衡や比較静学を使った応用分析を考えるようになる。(技能)

費用に関する知識を身につけ、それらを図表で説明できる。(知
識・理解)

企業の利潤最大化問題を理解し、最適解を図表や計算で求める事
が出来る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習（各回1～2時間程度）として、参考書やインターネッ
トなどで専門用語の意味などを理解し、事後学習（各回2～3時間
程度）で、講義中に解説した計算問題を再度解きなおしたり、作
図を行ったりして、復習を重ねてください。なお、復習には、FU
ポータルに公開する資料や課題を利用したり、参考書や図書館な
どで類似の問題などに取り組むなどしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　市場均衡に関する基本的な事を図表や計算などで求めたり、現
実の問題などを定量的に考察・再現できるかどうかを評価の基準
とします。また、利潤最大条件の意味を理解し、その解を図表な
どで求められる事を評価の基準となります。
②評価方法と評価の割合
　基本的には、期末試験の成績:80％と平常点（小テストと課
題）:20％の合計100％で評価します。
③その他
　小テストは、復習を兼ねた問題や応用問題などを講義中に提出
してもらいます。他方、課題は各自で取り組み、講義後に提出し
てください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せずに資料を配布予定。

◎－－－　参考書　－－－◎

石川秀樹（著），『経済学入門塾Ⅱミクロ編』，中央経済
社；
石川秀樹（著），『新・経済学入門塾Ⅵ　計算マスター
編』 中央経済社；
茂木喜久雄（著），『らくらくミクロ・マクロ経済学入門
　計算問題編』，週間住宅新聞社；
西村和雄（著），『入門・経済学ゼミナール』，実務教育
出版；
白浜堤津耶・森脇翔太（著），『例題で学ぶ初歩からの経
済学』， 日本評論社；
このほか、必要に応じて、授業中に指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　参考書などを参考にしたプリント（FUポータルを通じ
て印刷できるようにする予定）とOHCを利用して、講義を
進める予定です。なお、OHCのメモを見落とした場合や記
入漏れなどがある場合は、講義の前後などに資料を公開す
るので、各自でノートを書き写すように心がけてくださ
い。
　また、講義の復習や応用などを兼ねた簡単な小テストな
どを講義中に実施するので、必ず、講義ノートを作成して
ください。なお、評価対象の小テストなどは、講義ノート
を作成すれば解ける問題などを予定しているので、必ず、
指定時間までに提出してください。
　携帯・スマートフォンを机の上などに置いたり、それら
を講義中に使用するなどの行為は厳禁とします。また、配
布プリントの余りなどを置く場所に指定した座席には座ら
ないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　授業は以下の内容を進む予定です。なお、必要に応じ
て、一部を変更することがあります。
１　市場の要素
２　需要と供給の法則および市場均衡
３　需要・供給曲線のシフトと市場均衡
４　比較静学の応用分析
５　市場均衡と連立方程式の解法
６　需要と供給の価格弾力性
７　価格弾力性と曲線の関係
８　需要の価格弾力性と収入の関係
９　需要の価格弾力性の応用分析
１０　いろいろな費用関数
１１　逆S字型総費用関数に関する各費用関数の関係
１２　利潤最大化問題
１３　損益分岐点・操業停止点
１４　利潤最大化問題の応用分析
１５　前期のまとめ



2019-S000009476-02経済学概論Ｂ「BB」（マクロ経済学の基礎とマクロ経済学のための数学基礎）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部２時限　　試験時間割：2020/01/23　夜２限　　

入江　雅仁

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、マクロ経済学の土台となっているマクロモデルを簡
単な数学や図表を織り交ぜながら解説するとともに、理解度を確か
めるために、公務員試験などの過去問に基づく問題などを取り上げ
ながら、講義を進めていきます。
　なお、この講義で解説する基礎的な論旨の理解と実践的な問題を
解く力を確実に習得するためには、参考書や図書館などで類似の問
題などに取り組む事が不可欠ですが、こうした自発的に取り組んだ
経験は将来に生かされるので、予習・復習をしっかりと行ってくだ
さい。

　講義はOHCを利用して、計算や作図の過程などを解説しますが、
解法だけでなく講義メモも作成するよう心がけて下さい。そのよう
な講義メモの作成などを通じて、問題や解法などを視覚的・多面的
に捉える力や基礎的な数学の知識を養ってください。なお、グラフ
を描くときには、必ず軸があらわす意味を明記するとともに各軸の
関係を把握すると、理解がより深まります。
　また、自力で正解にたどりつく過程を体感してもらうために、講
義の復習を兼ねた簡単な小テストを実施しますので、自らの手で計
算や図解をするように努めてください。この経験を活かして、いろ
いろな問題に対する解決策・処方箋を自らの力で見出す能力や応用
力を磨いてください。
　
　以上のように、本講義では、数学や作図を用いて講義を進めます
が、数学関連の知識は講義中にも解説しますので、講義に出席して
講義メモを必ず作成するようにしてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

経済循環と産業連関表を理解し、それらを用いて経済（お金）の流
れについて考えるようになる。(知識・理解)

産業連関分析や45度線分析からGDP等の国内所得を求める事が出来
る。(知識・理解)

乗数分析を通じて、経済環境の変化などが及ぼす影響について説明
できる。(技能)

インフレギャップ・デフレギャップについて理解したうえで、それ
らが生じた場合の経済状況について考えるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習（各回1～2時間程度）として、参考書やインターネット
などで専門用語の意味などを理解し、事後学習（各回2～3時間程
度）で、講義中に解説した計算問題を再度解きなおしたり、作図を
行ったりして、復習を重ねてください。なお、復習には、FUポータ
ルに公開する資料や課題を利用したり、参考書や図書館などで類似
の問題などに取り組むなどしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　産業連関分析・45度線分析に関する基本的な事を図表や計算など
で求めたり、現実の問題などを定量的に考察・再現できるかどうか
を評価の基準とします。
②評価方法と評価の割合
　基本的には、期末試験の成績:80％と平常点（小テストと課
題）:20％の合計100％で評価します。
③その他
　小テストは、復習を兼ねた問題や応用問題などを講義中に提出し
てもらいます。他方、課題は各自で取り組み、講義後に提出してく
ださい。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せずに資料を配布予定。

◎－－－　参考書　－－－◎

平澤典男（著），『マクロ経済学基礎理論講義』，有斐
閣；
石川秀樹（著），『経済学入門塾Ⅰマクロ編』，中央経済
社；
石川秀樹（著），『新・経済学入門塾Ⅵ　計算マスター
編』， 中央経済社；
茂木喜久雄（著），『らくらくミクロ・マクロ経済学入門
　計算問題編』，週間住宅新聞社；
西村和雄（著），『入門・経済学ゼミナール』，実務教育
出版；
白浜堤津耶・森脇翔太（著），『例題で学ぶ初歩からの経
済学』， 日本評論社
このほか、必要に応じて、授業中に指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　参考書などを参考にしたプリント（FUポータルを通じ
て印刷できるようにする予定）とOHCを利用して、講義を
進める予定です。なお、OHCのメモを見落とした場合や記
入漏れなどがある場合は、講義の前後などに資料を公開す
るので、各自でノートを書き写すように心がけてくださ
い。
　また、講義の復習や応用などを兼ねた簡単な小テストな
どを講義中に実施するので、必ず、講義ノートを作成して
ください。なお、評価対象の小テストなどは、講義ノート
を作成すれば解ける問題などを予定しているので、必ず、
指定時間までに提出してください。
　携帯・スマートフォンを机の上などに置いたり、それら
を講義中に使用するなどの行為は厳禁とします。また、配
布プリントの余りなどを置く場所に指定した座席には座ら
ないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　授業は以下の内容を進む予定です。なお、必要に応じ
て、一部を変更することがあります。
１　ミクロ経済学とマクロ経済学
２　経済循環とその表現
３　産業連関表とGDPの三面等価の法則
４　オープンモデルとレオンチェフモデルの導出
５　産業連関分析の行列解法
６　レオンチェフの逆行列と波及効果
７　経済環境の変化と産業連関表の変化
８　産業連関分析の演習
９　産業連関モデルと４５度線モデルの違いとマクロ消費
関数
１０　４５度線モデルの均衡国内所得と乗数分析
１１　産業連関表モデルと４５度線モデルの比較演習
１２　インフレギャップ・デフレギャップ
１３　フローの貯蓄とマクロ貯蓄関数
１４　４５度線分析の再考
１５　後期のまとめ



2019-S000009460-12社会学Ａ「BB」（社会学の基礎―社会を考察しよう）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部２時限　　試験時間割：2019/07/25　夜２限　　

本多　康生

◎－－－　概要　－－－◎

　社会学とは、人間が集合的に織りなす社会を考察の対象とす
る学問である。本講義では、現代の様々な社会事象を分析し理
解するために、社会学の理論や物の見方を、家族・宗教・労
働・地域社会・医療・障害・教育・メディア・現代文化・環境
問題・ジェンダーなどのテーマに即して解説し、社会の構造や
仕組みに対する基本的認識を深める手ほどきを行う。特に、身
近な問題からグローバルな社会事象までを総合的に分析する社
会学の問題把握の特性を、歴史学・政治学など他の社会科学と
の関わりをも視野に教授していく。講義では、視聴覚資料を積
極的に活用し、受講者それぞれが現代社会の諸問題に関する社
会学的理解や合意形成の手掛かりを得ることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　社会学的な物の見方を理解し、現代の様々な社会事象につい
て多角的な視野から考察できる。 (知識・理解)

　自身の見解や立場を相対化し、問い直す姿勢を持つ。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ノートや配付レジュメを見直したり、授業中に紹介した参考
書に目を通すなど、各講義の後に復習をすることが望ましい
（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各回の授業の最後に提出するリアクションペー
パー（30％）、中間レポート（20％）、定期試験の成績
（50％）。

リアクションペーパー：各回の授業内容を理解した上で、当該
テーマについて独自の見解を述べられるかどうかを評価基準と
する。

中間レポート・定期試験：社会学の基礎的概念と物の見方を理
解した上で、現代の様々な社会事象について、多角的な視野か
ら独自の見解を論理的に述べられるかどうかを評価基準とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義毎にレジュメを配布する。各講義では、テーマに対
応した視聴覚資料を的確な問題意識を持って使用する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　受講にあたって特別な知識は必要としないが、テレビや
新聞報道の記事などを通じて、時事問題に関心を持って欲
しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　講義内容や順序は、受講者の理解度に応じて変更される
可能性がある。

１　 イントロダクション
２　 社会学のパラドクス
３　 家族を社会学する
４　 宗教を社会学する
５　 産業・労働を社会学する
６　 地域社会を社会学する
７　 医療を社会学する
８　 障害を社会学する
９　 教育を社会学する
10　メディアを社会学する
11　現代文化を社会学する
12　環境問題を社会学する
13　ジェンダーを社会学する
14　フィールドワーク入門
15　総括



2019-S000009461-12社会学Ｂ「BB」（現代社会学―社会問題に学ぶ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部２時限　　試験時間割：2020/01/23　夜２限　　

本多　康生

◎－－－　概要　－－－◎

　社会学とは、人間が集合的に織りなす社会を考察の対象とす
る学問である。本講義では、現代の様々な社会事象を分析し理
解するために、社会学の理論や物の見方を、具体的な社会問題
に即して解説し、社会の構造や仕組みに対する基本的認識を深
める手ほどきを行う。特に、身近な問題からグローバルな社会
事象までを総合的に分析する社会学の問題把握の特性を、歴史
学・政治学など他の社会科学との関わりをも視野に教授してい
く。講義では、ドキュメンタリー・映画などの視聴覚資料を積
極的に活用し、受講者それぞれが現代社会の諸問題に関する社
会学的理解や合意形成の手掛かりを得ることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　社会学的な物の見方を理解し、現代の様々な社会事象につい
て多角的な視野から考察できる。(知識・理解)

　自身の見解や立場を相対化し、問い直す姿勢を持つ。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ノートや配付レジュメを見直したり、授業中に紹介した参考
書に目を通すなど、各講義の後に復習をすることが望ましい
（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各回の授業の最後に提出するリアクションペー
パー（30％）、定期試験の成績（70％）。

リアクションペーパー：各回の授業内容を理解した上で、当該
テーマについて独自の見解を述べられるかどうかを評価基準と
する。

定期試験：社会学の基礎的概念と物の見方を理解した上で、現
代の様々な社会事象について、多角的な視野から独自の見解を
論理的に述べられるかどうかを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義毎にレジュメを配布する。各講義では、テーマに対
応した視聴覚資料を的確な問題意識を持って使用する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　受講にあたって特別な知識は必要としないが、テレビや
新聞報道の記事などを通じて、時事問題に関心を持って欲
しい。前期に開講される社会学Ａを履修していなくても問
題はない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　講義内容や順序は、受講者の理解度に応じて変更する可
能性がある。

１　 イントロダクション―社会問題とは何か
２　 少子高齢社会　
３　 ニート　　
４　 自殺問題
５　 アダルトチルドレン　
６　 犯罪被害
７　 いじめ
８　 東日本大震災と復興
９　 エスニシティ
10　障害と差別
11　医療化
12　薬害問題
13　環境問題
14　リスク社会　
15　総括



2019-S000009462-08教育論Ａ「BB」（「大学」を通じてみる教育の諸相）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部２時限　　試験時間割：2019/07/26　夜２限　　

橋場　論

◎－－－　概要　－－－◎

　教育について何か意見を求められた場合、多くの人はそれなりの
見解を述べることができます。それは、我々が皆、何らかの教育を
受けてきたからです。しかし、そこで述べられた見解の中には、多
くの場合、根拠に基づかない思い込みや個人的な経験に基づく断定
などが含まれています。こうした教育の性質を踏まえ、本講義の受
講生の皆さんには、教育に関する正確な知識を身につけたうえで、
現実の教育の状況について明確な根拠を基にした考えを組み立てる
ことに挑戦してもらいたいと思います。
　なお、本講義では、「大学」という教育機関を題材として取り上
げることにします。大学はまさに今、皆さんが身を置いている場所
です。ともすれば、現在進行形での経験に囚われてしまいがちです
が、そうした個人的経験や思い込みから抜け出し、正確な知識や根
拠に基づいた思考を展開してもらいたいと考えています。さらに付
け加えれば、大学の世界で問題になっている事柄は、大学以外の
様々な場における教育にも共通する論点を含んでいます。大学教育
に潜む問題について考えることを通じて、教育全般に対する理解を
深めてもらうことも、授業のもう一つの狙いです。
　最後に、本講義では受講生の皆さんに予備的知識は求めません。
ただし、課題に取り組み、自ら疑問を持ったことを調べることを通
じ、豊かな知識や思考力を身につけることを期待しています。「講
義」とはいいつつも、できる限り受講生と教員、受講生同士の双方
向的なやり取りを含めた授業にしたいと考えています。教育につい
て、他の学生と一緒に議論し、思考を深めたい、という学生の受講
を歓迎します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①大学教育（教育）に関する正確な知識を身につけ、それを自分の
言葉で説明できる。 (知識・理解)

②大学教育（教育）の現状や課題に関する自分の考えを、身に付け
た知識を応用することによって導き出すことができる。(技能)

③自らの考えを文章によって説明する際に、適切な様式や体裁に
則って表現することができる。(技能)

④大学教育（教育）に関する情報を必要に応じて適切な方法で収集
することができる。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の内容については、授業後に自分自身の言葉でまとめること
をおすすめします。また、配布資料を事前に読み、自らの考えをま
とめてきてもらうことや、特定のテーマについて事前に調べてきて
もらうことなどがあります。
　以上の授業時間外における学習については、予習・復習を合わせ
て、各回180分程度（試験前に行う勉強も含む）を要する、という
前提で授業を進行します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標において前述した四つの目標について、以下の成績評価
方法をとることにより、それぞれどの程度達成できているかを評価
します。

【成績評価方法】
　A)授業で課した課題への取組状況（授業態度を含む）：30%
　　（到達目標の①～④について評価を行う）
　B）期末試験：70%
　　（到達目標の①～③について評価を行う）

　遅刻・欠席をすると課題を提出できないことがあり、結果として
減点の対象になりますので、注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは指定しません。ただし、必要に応じて資料を
配布します。
　各自、きちんとファイリングを行うようにしてくださ
い。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　グループでのディスカッション等、授業中に様々な課題
に取り組んでもらいます。それらの課題に対して積極的に
取り組むことに加え、自らが疑問を見つけ主体的に考えよ
うとする姿勢を期待します。受講生の興味・関心によって
は、授業で取り扱うテーマを若干変更する場合もありま
す。
　なお、当然のことながら、無用な私語や教室の出入りな
どの行動は、禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス
2.大学と学び①：高校までの学びと大学での学びはどう違
う？
3.大学と学び②：大学で学ぶことにはどのような意味があ
る？
4.大学と学力①：学習・学力とは何か？
5.大学と学力②：大学においてどのような学力が必要とさ
れているか？
6.大学と学生①：「学生」とは何か？
7.大学と学生②：「学生」はサービスの受け手（消費者）
か？
8.大学と学生③：大学において学生が担う役割とは？
9.中間まとめ①：大学と社会の関係とは？
10.議論のための準備：議論の作法を知る
11.最近の大学を巡る問題①：準備
12.最近の大学を巡る問題①：議論
13.最近の大学を巡る問題②：準備
14.最近の大学を巡る問題②：議論
15.まとめ

※11回から14回については、最近の大学教育に関する具体
的なトピック（「アクティブラーニング」「就職活動」な
ど）を二つ取り上げ、それらについてディスカッションを
します。テーマについては、授業で皆さんの意見を聴きな
がら決定したいと思います。



2019-S000009463-08教育論Ｂ「BB」（子どもの発達と教育）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2020/01/21　夜２限　　

江玉　睦美

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、子どもたちがみせる様々な姿が教育問題として取り上
げられる。それらは、今という時代の中で学校、家庭、地域社
会といった子どもたちを取り囲む環境とのかかわりで語られ、
「最近の子どもは昔とは違う」という言葉がよく使われる。こ
うした状況の中で、昔に比べて子どもたちはどれだけ変わった
のだろうか、その結果、どのような問題が起きているのろう
か、なぜ子どもたちは変わったのだろうか、いくつもの問いが
出てくる。これらの問いをときほぐし、教育の対象である子ど
もの今ある姿をとらえることが教育において重要なことなので
ある。
　そこで本講義では、子どもたちが発達するうえでみられる問
題について取り上げ、その背景にあるもの、問題のメカニズ
ム、これからの社会や教育において必要なことについて考えて
いくことを目的とする。講義内容は、①近年の子どもたちの姿
を視聴覚教材や統計資料などを用いて実態把握する、②発達上
の問題を明確にし、要因について考える、③改善のために必要
なことについて考える、この3点をポイントとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

子どもの発達過程と各発達段階にみられる特徴を説明すること
ができる(知識・理解)

近年の子どもたちにみられる発達上の問題について背景や要因
を理解し、今後のあり方について講義内容をふまえて考えるこ
とができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の講義テーマを発表するので、それに関する新聞記事や
文献などを探し、目を通しておくこと。（60分）
・講義後は、講義で取り上げた事柄について各自ノート等に自
分の意見をまとめることで、復習とすること（試験に向けても
重要となる）。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験　100％
・子どもの発達過程と各発達段階にみられる特徴を正確に述べ
ることができるか
・近年の子どもたちにみられる発達上の問題について背景や要
因を理解し、今後のあり方までを講義内容をふまえて自分の考
えとしてまとめることができるか

　以上の点を評価基準として、定期試験によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストはしません。毎時間資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

図説教育の論点　ISBN 978-4-8451-1151-0
子どもが見えない　ISBN 978-4-591-085509
家庭教育の隘路　ISBN 978-4-326-65333-1
（1）久冨善之・長谷川祐・山﨑鎮親編、旬報社、2010年
（2）NHKスペシャル「子どもが見えない」取材班、ポプ
ラ社、2005年
（3）本田由紀著、勁草書房、2008年

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎時間、質問カードを配布します。遅刻、携帯電話・スマ
ホ等の使用、私語については厳しく対応します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1 回　発達と教育
第2 回　身体の発達
第3 回　認知の発達
第4 回　言葉の発達と読書行動
第5 回　社会性の発達と子どもの仲間関係
第6 回　子どもと遊び①―遊びの要素―
第7 回　子どもと遊び②―遊びの教育的意義―
第8 回  乳児期における人格の発達
第9 回  幼児期における人格の発達
第10回  児童期における人格の発達
第11回  青年期における人格の発達
第12回　子どもの生活リズム―生活習慣の形成―
第13回　子ども理解①（幼児期）
第14回　子ども理解②（児童期～青年期）
第15回　これからの社会と子どもの発達　　　



2019-S000009477-08教育原論「BB」（教育について知る・わかる・考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2020/01/24　夜１限　　

江玉　睦美

◎－－－　概要　－－－◎

教育に関する基礎的概念や思想及び学校における教育活動の全
体計画としての教育課程とその編成に関する基本的概念や原理
を学ぶことによって、教育実践において必要となる基礎的な知
識や理論を習得することを目的とする。
　そこで、本講義では教育の本質に関する理解を基盤とし、教
育の場としての学校における教育課程とその編成に関して理
論・歴史・実践という多様な観点を取り入れて授業を進める。
マルチメディア教材を活用して子どもや地域社会、学校、保護
者の現状をとらえ、それらをふまえたこれからの学びのあり方
について特色ある教育課程の事例をもとに考察を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育の本質と目的、構造及び教育思想について説明することが
できる(知識・理解)

学校教育制度の変遷をふまえて学校の意義と役割について説明
することができる(知識・理解)

教育課程の意義と編成する際の基礎的知識や方法を説明するこ
とができる(知識・理解)

学習指導要領にもとづいた教育課程の編成・実施・評価・改善
のあり方について説明することができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義終了時に次回講義のテキストの範囲を連絡するので、必
ず読むこと（45分）
・講義後は、講義で取り上げた事項について各自ノートに自分
の意見をまとめることで復習の一端とすること（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験　100％

　以下の点を評価基準として、定期試験によって評価する。
・教育の本質と目的、構造及び教育思想について説明すること
ができるか
・学校教育制度の変遷をふまえて学校の意義と役割について説
明することができるか
・教育課程の意義と編成する際の基礎的知識や方法について説
明することができるか
・学習指導要領にもとづいた教育課程の編成・実施・評価・改
善のあり方について説明することができるか

◎－－－　テキスト　－－－◎

小川哲哉・勝山吉章・井上豊久編『現代教育の論究』青簡
舎、2014年（2200円＋税）
ISBN978-4-903996-54-7

◎－－－　参考書　－－－◎

『教師教育講座第6巻教育課程論』　ISBN
978-4-319-10675-2
『中学校学習指導要領』　ISBN 978-4-827815405
『高等学校学習指導要領』　ISBN 978-4-827815412
（1）鈴木由美子他、協同出版、2014年
（2）文部科学省
（3）文部科学省

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

携帯電話・スマホ等の使用、私語については厳しく対応し
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1 回：教育の本質①　教育とは何か（教育の本質と目
的）
第2 回：教育の本質②　教育の機能と構造
第3 回：教育の歴史と思想　①ルソー
第4 回：教育の歴史と思想　②ペスタロッチー
第5 回：教育の歴史と思想　③デューイ
第6 回：学校の役割と意義（学校教育が抱える諸問題を通
して）
第7 回：学校教育制度の変遷
第8 回：教育課程の定義及び意義
第9 回：教育課程の歴史
第10回：学習指導要領からみる教育課程の変遷①
       -経験主義と系統主義-
第11回：学習指導要領からみる教育課程の変遷② -ゆとり
教育-
第12回：教育課程の編成原理
第13回：教育課程編成の考え方と手法
第14回：特色ある教育課程編成のあり方とカリキュラム・
マネジメント
第15回：学校・家庭・地域社会の連携にもとづくこれから
の学び



2019-S000009481-08教育の原理・課程論「BB」（教育について知る・わかる・考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2020/01/24　夜１限　　

江玉　睦美

◎－－－　概要　－－－◎

教育に関する基礎的概念や思想及び学校における教育活動の全
体計画としての教育課程とその編成に関する基本的概念や原理
を学ぶことによって、教育実践において必要となる基礎的な知
識や理論を習得することを目的とする。
　そこで、本講義では教育の本質に関する理解を基盤とし、教
育の場としての学校における教育課程とその編成に関して理
論・歴史・実践という多様な観点を取り入れて授業を進める。
マルチメディア教材を活用して子どもや地域社会、学校、保護
者の現状をとらえ、それらをふまえたこれからの学びのあり方
について特色ある教育課程の事例をもとに考察を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育の本質と目的、構造及び教育思想について説明することが
できる(知識・理解)

学校教育制度の変遷をふまえて学校の意義と役割について説明
することができる(知識・理解)

教育課程の意義と編成する際の基礎的知識や方法を説明するこ
とができる(知識・理解)

学習指導要領にもとづいた教育課程の編成・実施・評価・改善
のあり方について説明することができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義終了時に次回講義のテキストの範囲を連絡するので、必
ず読むこと（45分）
・講義後は、講義で取り上げた事項について各自ノートに自分
の意見をまとめることで復習の一端とすること（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験　100％

　以下の点を評価基準として、定期試験によって評価する。
・教育の本質と目的、構造及び教育思想について説明すること
ができるか
・学校教育制度の変遷をふまえて学校の意義と役割について説
明することができるか
・教育課程の意義と編成する際の基礎的知識や方法について説
明することができるか
・学習指導要領にもとづいた教育課程の編成・実施・評価・改
善のあり方について説明することができるか

◎－－－　テキスト　－－－◎

小川哲哉・勝山吉章・井上豊久編『現代教育の論究』青簡
舎、2014年（2200円＋税）
ISBN978-4-903996-54-7

◎－－－　参考書　－－－◎

『教師教育講座第6巻教育課程論』　ISBN
978-4-319-10675-2
『中学校学習指導要領』　ISBN 978-4-827815405
『高等学校学習指導要領』　ISBN 978-4-827815412
（1）鈴木由美子他、協同出版、2014年
（2）文部科学省
（3）文部科学省

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

携帯電話・スマホ等の使用、私語については厳しく対応し
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1 回：教育の本質①　教育とは何か（教育の本質と目
的）
第2 回：教育の本質②　教育の機能と構造
第3 回：教育の歴史と思想　①ルソー
第4 回：教育の歴史と思想　②ペスタロッチー
第5 回：教育の歴史と思想　③デューイ
第6 回：学校の役割と意義（学校教育が抱える諸問題を通
して）
第7 回：学校教育制度の変遷
第8 回：教育課程の定義及び意義
第9 回：教育課程の歴史
第10回：学習指導要領からみる教育課程の変遷①
       -経験主義と系統主義-
第11回：学習指導要領からみる教育課程の変遷② -ゆとり
教育-
第12回：教育課程の編成原理
第13回：教育課程編成の考え方と手法
第14回：特色ある教育課程編成のあり方とカリキュラ
       ム・マネジメント
第15回：学校・家庭・地域社会の連携にもとづくこれから
の学び



2019-S000009464-10地理学Ａ「BB」（地形学と自然災害）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部２時限　　試験時間割：2019/07/26　夜２限　　

黒田　圭介

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は日本で発生しうる自然災害を網羅的に学ぶ地理学系
の教養科目である。具体的には、地震災害・水害などの原因と
なる自然活動のメカニズムを地形学と関連付けて講義し、災害
に伴う環境変化や人々の生活への影響を理解することを目標と
する。
　本講義は三部構成とし、まず地震のメカニズムや地震災害に
ついての理解を深める。次に、気象災害のメカニズムや風水害
被害についての理解を深め、最後に火山災害及び火山地形につ
いて学ぶ。具体的な内容については、毎回ごとの授業内容を参
照のこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地形を改変させる営力と自然災害の関係を理解し，正確に説明
できる。(知識・理解)

地図を読み解くことで水害や地震災害による被害を推測でき
る。(技能)

自らすすんで自身が住まう地域のハザードマップを参照し、防
災への意識を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義終了時に次回内容について伝えるので、関連事項をイン
ターネットや図書館等であらかじめ調べておくこと。また、複
数回レポートや小テストを課す。
　また，moodleでレジメを事前に配布するので，講義前に目を
通しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

地形変化に影響を与える自然災害のメカニズム（特に地震，風
水害，火山）を理解し，これを正確に説明できるかを評価の基
準とする。
定期試験80%、課題レポート及び小テスト20%を目安として総
合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし。moodleからレジメを取得すること。取得方法につい
ては，初回講義時に説明する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊私語に関しては厳正に対処する。
＊特別な事情を除いて、授業開始10分後以降の入室は認め
ない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション～地形と自然災害
２．世界の変動帯とプレート型地震
３．活断層性の地震
４．断層変位地形とその判読
５．地震被害の実際～東日本大震災を例に
６．河川氾濫
７．台風と高潮
８．雪害
９．水害被害の実際～1999年博多駅水没を例に
１０．火山分布の特徴
１１．火山の噴火様式の特徴
１２．狭まるプレート境界の火山
１３．噴火活動の推移
１４．大規模火山噴火災害の事例～雲仙普賢岳を例に
１５．ハザードマップの読み方と利用方法
＊進捗状況などにより内容が変更になる場合がある。



2019-S000009465-10地理学Ｂ「BB」（地形図を読む）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部２時限　　試験時間割：2020/01/24　夜２限　　

黒田　圭介

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、地理学的な解析作業で最も重要な机上作業の一
つ、国土地理院発行地形図の読解技術の修得を目指す。地形図
に散りばめられた地図記号は地域の様相を的確に表現してい
る。これを正確に読み解き、地図を用いて地域の土台（自然環
境）と人々の営み（歴史、文化、産業）を考察できる人材の輩
出を目標とする。中学校社会科教員、高校地歴の教員、塾・予
備校の地歴科講師等を目指しているものは、地図(地形図)につ
いて本格的に学ぶチャンスはそうそうないので、是非履修のこ
と。また、単純に地図に興味があり地図について深く学びたい
者や、地図を片手に旅行・街歩きを生涯の趣味として楽しみた
い者も歓迎する。
　毎回地形図を用いて地域の自然環境と土地利用、歴史、文
化、産業の関係などを考察する。毎回課題作業を行い、課題の
提出をもって出席とする。具体的な内容は各回ごとの授業内容
を参照のこと。また、説明にはプロジェクター等を用い視覚的
に分かりやすい授業をこころがける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国土交通省発行地形図で用いられる地図記号の意味を理解し、
識別できる。(知識・理解)

地形図を読み解くことで、地域の特色を考えることができる。
(技能)

将来、仕事やマイホーム探し、旅行などで積極的に地図を活用
しようとする態度を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義終了時に次回内容について伝えるので、教科書の該当箇
所を熟読しておくこと。分からない用語等はインターネットや
図書館等であらかじめ調べておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

地形図と地図記号を正しく読み、地域の特徴を自ら考え、表現
きるこことを評価の基準とする。
定期試験80%、課題レポート20%を目安として総合的に判断す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

帝国書院編集部編『新編コンターワーク　地形図学習の基
礎　最新版』帝国書院　2017年発行　409円　ISBN
978-4807163014

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊テキストは直接書き込む形式のものであるので、必ず毎
時持参すること。また、毎回色鉛筆を使用するので、持っ
ていない者は100円ショップのものでよいので購入してお
くこと。
＊特別な事情を除いて、授業開始10分後以降の入室は認め
ない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１)地形図の説明、縮尺と方位
２)地図記号と等高線の読み方
３)山地の生活
４)扇状地と土地利用
５)台地と沖積平野の土地利用
６)三角州と自然堤防の土地利用
７)河岸段丘と海岸段丘の土地利用
８)沈水海岸と離水海岸の土地利用
９)砂州・砂嘴・陸繋島・さんご礁の土地利用
１０)カルスト地形と断層の土地利用
１１)条里村・塊村・名田百姓村・散村
１２)新田集落・路村・屯田兵村
１３)城下町・門前町・鳥居前町・港町・宿場町
１４)都市化とニュータウン
１５)東京・大阪の都市構造
＊進捗状況等により内容が変更になる場合がある。



2019-S000009478-02地誌学「BB」（地域性を把握する）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2019/07/26　夜１限　　

藤村　健一

◎－－－　概要　－－－◎

　いわゆる「土地柄」、「県民性」、「国民性」などのこと
を、学術界では「地域性」と呼んでいる。地域性とは、それぞ
れの地域に備わっているとされる固有の性格のことである。地
域性を理解するのは一般に考えられているほど容易ではなく、
地域における自然環境や経済、文化など様々な要素を勘案し、
総合的に考察する必要がある。では、地域性は具体的にどのよ
うな方法で把握できるのだろうか。そもそも、「地域」とは何
なのだろうか。
　地域や地域性に関する研究分野は、地理学では「地誌学」と
呼ばれている。この授業では、地誌学による地域理解の方法を
概観した上で、世界の諸地域の例としてアメリカと中国を取り
上げ、それぞれの地域性を地誌学的に考察する。
　このほか、地誌学と地理教育との関係についても言及する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地誌学の基礎を理解し、地域性を把握することができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、授業前に各自で前回授業の内容を復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験：100%（授業内容を理解し、地誌学の基礎を把握で
きているか確認する）

◎－－－　テキスト　－－－◎

　なし（レジュメを配布する）

◎－－－　参考書　－－－◎

村山祐司編『地域研究』　ISBN 9784254167122
モンテス『地図で見るアメリカハンドブック』　ISBN
9784562055647
サンジュアン『地図で見る中国ハンドブック』　ISBN
9784562054220
　これ以外の参考書については、授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　地理の専門知識に乏しい初学者にも分かりやすい授業を
心掛けるので、高校で「地理」を履修しなかった学生の受
講も歓迎する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション、地理学および地誌学とは何か I
（研究目的・研究方法）
2. 地理学および地誌学とは何か II（研究例）、学校での
「地理」教育と地誌学
3. 地域性の捉え方 I（自然環境と政治・経済の関係）
4. 地域性の捉え方 II （自然環境と文化の関係）
5. 地域性の捉え方 III （経済と文化の関係）
6. 地域性の捉え方 IV （政治と文化の関係）
7. アメリカの地誌 I （自然環境）
8. アメリカの地誌 II （地域区分）
9. アメリカの地誌 III（歴史）
10. アメリカの地誌 IV（国民経済、農牧業）
11. アメリカの地誌 V（主要都市）
12. アメリカの地誌 IV （民族、宗教、政治）
13. 中国の地誌 I（地域区分、気候、農牧業）
14. 中国の地誌 II （工業、主要都市、政治）
15. 中国の地誌 III（民族、文化、香港・台湾）



2019-S000009466-14心理学Ａ「BB」（心の基礎的な働き）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：2019/07/30　夜２限　　

大上　渉

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では，視る，感じる，覚える・思い出す，考える・
想像するなど，我々の心の基礎的な働きについて学ぶ。講義の
最初に，心理学の歴史を取り上げ，どのような経緯で心が学問
の研究対象となり，どのような形で現在まで引き継がれている
かを説明する。
　次に，感覚や知覚，学習，記憶など基礎的な心のはたらきに
関する主要な知見・理論を順次取り上げ，これまでに明らかに
なっていることを説明する。その中で，我々の日常生活におい
て心のはたらきがどのように関わっているかを写真や図などを
用いて解説する。
　この講義で取り上げる心の働きは，当たり前すぎて，「これ
が心理学なの？」と思われるかもしれない。しかしながら，心
の入り口に相当する部分であり，後期の心理学Bで学ぶ発達や
パーソナリティ形成，心の不適応などにも関わる，心の基盤的
働きであることに留意して欲しい。
　なお，講義資料はMoodle上にアップするので各自ダウンロー
ド・印刷し持参すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

心理学に関する基礎的な知見や理論などについて理解を深め，
説明できること(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1．受講者はMoodle上にアップロードした講義資料を予めダウ
ンロード・出力し，予習しておくこと（60分）。
2．重要な箇所については講義中に強調して説明する。そのよ
うな箇所は重点的に復習しておくこと（60分）。
　
　なお，講義資料は頁数が多い。印刷時には1枚の用紙に複数
枚印刷する割り付け印刷を行うなど各自工夫すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験の成績のみで評価する。評価に際して
は，講義で解説した心理学の知見や理論が記憶として定着して
いるかを基準とする。また，講義の進展状況によっては，課題
やミニテストなどを行い，評価の考慮に入れることもある。
　なお，本講義や心理学への積極的な関与（例えば、毎回最前
列に座っての質疑応答や時間外に行われる心理学実験への参
加）については加点対象とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「心理学A to B（改訂版）」（ISBN 978-4-563-05253-9）

◎－－－　参考書　－－－◎

「心理学ビジュアル百科」　ISBN 978-4-422-11622-8
「意識的な行動の無意識的な理由: 心理学ビジュアル百科
認知心理学編」　ISBN 978-4422116846
「カラー版徹底図解 心理学―生活と社会に役立つ心理学
の知識」　ISBN 978-4405106758

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※以下の点に十分留意した上で，履修登録を行うこと。
①講義資料はMoodleにアップするので受講者は事前に出力
し講義時に持参すること。
②講義中，最後部に座る受講者を指名し，発言を求める。
③講義中の著しい私語，スマートフォンや携帯電話，音楽
プレーヤー等の使用は厳禁。これらを行う者に対しては学
生証を呈示させ厳しい処置をとる。また，筆記用具や講義
資料など，なにも持たずに受講している者も同様の措置を
とる。
④本講義では不定期にアンケートや小テストなどを行い，
出席をチェックする。その際，不正な出席工作（いわゆる
「ピ逃げ」）が発覚した場合，大幅な減点を行う。
⑤この講義では，心理学アンケートや心理学実験への協力
を求めることがある。
⑥正当な理由がなく5回以上欠席すると、単位取得が困難
になる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　心理学とは？
２　心理学史：構成主義，ゲシュタルト
３　心理学史：精神分析，行動主義
４　知覚：感覚・知覚の性質，絶対閾
５　知覚：図と地の分化，図地反転，錯視
６　知覚：形，奥行き，動きの知覚，恒常性
７　記憶：記銘のプロセス，記憶の種類
８　記憶：リハーサルと処理水準，スキーマ
９　記憶：長期記憶のネットワークモデル，状態依存記
憶，目撃証言
10　学習：古典的条件づけ，道具的条件づけ
11　学習：強化，観察学習
12　感情：感情の定義，感情の理論，感情と認知
13　思考：推理，問題解決，問題の内的表現
14　脳と心：心の生物学的基礎
15　心理学Aの振り返り



2019-S000009467-14心理学Ｂ「BB」（心の個人差と社会からの影響）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2020/01/21　夜２限　　

大上　渉

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では，我々を取り巻く社会・集団が心に及ぼす影響
や，個性を規定する要因などについて学ぶ。全15回のうち，前
半は，「社会」における心の働きに焦点をあて，対人場面にお
ける心理的現象や，所属する集団・組織内において，心の働き
がどのように変化するのか，また理想のリーダーシップやリー
ダー像などについて，日常的事例を交えながら解説する。
　後半では，性格・パーソナリティを取りあげ，性格を分類・
記述するための理論や，教育，産業，医療の分野で利用されて
いる性格検査について説明する。また心の発達過程を取りあ
げ，我々の自我や認知機能がどのような過程を経て発達するの
か説明する。
　なお，講義資料は福岡大学のMoodle上にアップするので各自
ダウンロード・印刷し持参すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

心理学に関する基礎的な知見や理論などについて理解を深め，
説明できること(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1．受講者はMoodle上にアップロードした講義資料を予めダウ
ンロード・出力し，予習しておくこと（60分）。
2．重要な箇所については講義中に強調して説明する。そのよ
うな箇所は重点的に復習しておくこと（60分）。
　
　なお，講義資料は頁数が多い。印刷時には1枚の用紙に複数
枚印刷する割り付け印刷を行うなど各自工夫すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験の成績のみで評価する。評価に際して
は，講義で解説した心理学の知見や理論が記憶として定着して
いるかを基準とする。
　また，講義の進展状況によっては，課題やミニテストなどを
行い，評価の考慮に入れることもある。
　なお，本講義や心理学への積極的な関与（例えば、毎回最前
列に座っての質疑応答や時間外に行われる心理学実験への参
加）については加点対象とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「心理学A to B（改訂版）」（ISBN 978-4-563-05253-9）

◎－－－　参考書　－－－◎

「心理学ビジュアル百科」　ISBN 978-4-422-11622-8
「意識的な行動の無意識的な理由: 心理学ビジュアル百科
認知心理学編」　ISBN 978-4422116846
「カラー版徹底図解 心理学―生活と社会に役立つ心理学
の知識」　ISBN 978-4405106758

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

※以下の点に十分留意した上で，履修登録を行うこと。
①講義資料はMoodleにアップするので受講者は事前に出力
し講義時に持参すること。
②講義中，最後部に座る受講者を指名し，発言を求める。
③講義中の著しい私語，スマートフォンや携帯電話，音楽
プレーヤー等の使用は厳禁。これらを行う者に対しては学
生証を呈示させ厳しい処置をとる。また，筆記用具や講義
資料など，なにも持たずに受講している者も同様の措置を
とる。
④本講義では不定期にアンケートや小テストなどを行い，
出席をチェックする。その際，不正な出席工作（いわゆる
「ピ逃げ」）が発覚した場合，大幅な減点を行う。
⑤この講義では，心理学アンケートや心理学実験への協力
を何度か求めることがある。
⑥正当な理由がなく5回以上欠席すると、単位取得が困難
になる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　社会：印象形成１
２　社会：印象形成２
３　社会：対人認知１
４　社会：対人認知２
５　社会：説得と態度変容
６　社会：集団内での心や態度の変化
７　社会：リーダーシップ，PM理論
８　性格：類型論と特性論
９　性格：性格の異常
10　性格：性格検査その１
11　性格：性格検査その２
12　発達：発達の定義，遺伝と環境
13　発達：選好注視，視覚的断崖
14　発達：認知と自我の発達
15　心理学Bの振り返り



2019-S000009479-05文化人類学Ａ「BB」（文化的存在としての人間の探究）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2019/07/30　夜１限　　

宮岡　真央子

◎－－－　概要　－－－◎

　文化人類学は、これまで異文化（他者）を主な研究対象とし
て発展してきた学問である。異文化を知ることにより、自文化
において「あたりまえ」であると思われるものごとが決して
「あたりまえ」ではないことを発見し、それと同時に、異文化
にも自文化にも共通するものの考え方やしくみが多くあること
にも気づき、それらの経験から人類の文化の豊かさや可能性に
ついて考察してきた。
　本講義は、まず文化という概念、ヒトという生物の特徴、言
語などについて概観したうえで、文化人類学の方法的特徴であ
るフィールドワークと民族誌について述べる。続いて、親族、
家族、宗教、儀礼、性などの項目ごとに具体的事例を取り上げ
ながら文化人類学のものの見方や考え方を概説する。
　異文化と他者に強い関心をもち、自分にとって自明なものの
見方や考え方を批判的にとらえ直す意欲のある人の受講を期待
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

文化人類学の基本的概念・理論について知識を習得し、文化相
対主義について理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、教科書の指定された箇所を事前に読み、わから
ない語句を調べるなどしておく（60分）。復習として、学習内
容をノートやテキストで確認して理解を確実なものとし、興
味・関心を抱いた事項について文献等を用いて調べ、さらに理
解・考察を深める（60分）。
　日頃から国内外の多様なニュース、情報に積極的に接し、物
事を複数の視点から多角的にとらえ思考する力を養うよう心が
ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　期末試験により評価する。試験では、文化人類学の基本的概
念・理論についての知識の習得度を測るとともに、具体的事例
について文化相対主義的立場から説明・論述する能力の有無を
問う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

上水流久彦・太田心平・尾崎孝宏・川口幸大編『東アジア
で学ぶ文化人類学』、昭和堂、2017年、本体2,200円＋
税、ISBN　978-4-8122-1612-5

◎－－－　参考書　－－－◎

文化人類学[カレッジ版](第3版)　ISBN 978-4-260-01317-8
文化人類学入門(増補改訂版)　ISBN 978-4-12-190560
現代社会人類学　ISBN 978-4-335-56075-0
その他については、授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義中の私語・飲食は厳禁、出入りは原則として認めな
い。緊急の場合を除き、携帯電話や電子機器の操作は慎む
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 文化とは
2. ヒトの特徴
3. 言語のしくみ
4. フィールドワークと民族誌
5. 親族というつながり
6. 家族というまとまり
7. 宗教とは何か
8. 多様な祭祀
9. 通過儀礼
10.ジェンダー
11.セクシュアリティ
12.贈与・交換
13.国家と個人
14.生業と経済
15.講義のまとめ



2019-S000009480-05文化人類学Ｂ「BB」（人の移動、文化的他者との出会いの考察）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：2020/01/21　夜１限　　

宮岡　真央子

◎－－－　概要　－－－◎

　文化人類学A（文化的存在としての人間の探究）で習得した
人類文化の多様性と普遍性に関する知識や見方をふまえ、人の
移動にともなう文化的他者との出会いに焦点を当てて講じ、多
様な文化の共生のあり方について考察する。
　人類は大航海時代以降、大洋を越える移動によって従来その
存在すら知ることのなかった文化的他者との出会いを経験する
ようになった。今日、文化的他者との出会いはわたしたちの日
常生活のなかでも進行している。ある集団や個人が文化的他者
と出会うとき、衝突や排除のみならず、交渉や交流も展開す
る。そこにおいては、新たな文化やアイデンティティが生まれ
ることもある。
　本講義では、このような世界史的展開と現代社会の動向につ
いて、文化人類学的に考察するものである。そのために、まず
人と土地との結びつきについて確認したうえで、近代の植民地
主義、そこで行われた同化政策、そして植民地状況下での文化
の構築について学ぶ。続いて、異なる文化的背景を抱える諸集
団が隣接して暮らす状況で生成するエスニシティについて、先
住民、少数民族などを例に概説する。さらに、移民や難民につ
いて当事者の日常的な視点から知ったうえで、日本において行
政を中心に謳われる「多文化共生」の課題や可能性について考
察する。また、私たちが他者と出会う最も身近な場としての観
光についても取り上げたい。
　以上をふまえ、多様な他者とともに暮らし、多様な文化が共
生するあり方について、受講生自身の問題として考える機会と
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

近現代における人の移動、文化的他者との出会いに関する文化
人類学の基本的理論、知識を習得し、具体例について説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習として、教科書の指定箇所を読み、わからない語句
などを調べておく（60分）。事後学習の方法として、学習内容
を復習して理解を確実なものとし、興味・関心を抱いた事項に
ついて参考書等を用いてさらに理解・考察を深める（60分）。
　日頃から国内外の多様なニュース、情報に積極的に接し、物
事を複数の視点から多角的にとらえ思考する力を養うよう心が
ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　期末試験により評価する。試験では、多様な人の移動のあり
方とそこでの文化的他者との出会いをめぐる諸問題について、
文化人類学における基礎的知識、基本的なものの見方や考え方
についての理解度を測るとともに、具体的事例についてこれら
を用いて説明・論述する能力の有無を問う。

   

◎－－－　テキスト　－－－◎

上水流久彦・尾崎孝宏・川口幸大・太田心平編『東アジア
で学ぶ文化人類学（仮）』、昭和堂、2,200円（予価）＋
税、ISBN　978-4-8122-1612-5

◎－－－　参考書　－－－◎

「先住民」とはだれか　ISBN 978-4790714385
綾部恒雄監修『講座　世界の先住民族 ファースト・ピー
プルズの現在　第1-10巻』明石書店、2005-8年
その他、授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義の履修に先立ち、文化人類学A（文化的存在とし
ての人間の探究）を受講していることが望ましい。
　授業中の私語・飲食は厳禁、出入りは原則として認めな
い。緊急の場合を除き、携帯電話や電子機器の操作は慎む
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. 人と土地との結びつき
3. 近代植民地の誕生
4. 人種概念と同化政策
5. 植民地状況における文化の構築
6. 先住民の誕生
7. エスニシティの覚醒
8. アイデンティティの複数性
9. マイノリティと国家
10.移民、難民
11.国境を越えたつながり
12.「多文化共生」の課題
13.「多文化共生」の可能性
14.観光における他者との出会い
15.講義のまとめ



2019-S000009501-91数学入門「BB」（整数の性質と暗号）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限　　

山田　直記

◎－－－　概要　－－－◎

近年の社会生活で用いられている各種の通信の安全性を確保す
るために
用いられている方法を理解することを目標とする。

コンピュータに各種の暗証番号を打ち込んだり、インターネッ
トを通じて買い物をするときにクレジットカードの番号を入力
するなど、人に知られてはいけない情報を送る機会が多い。こ
のときに通信内容の秘密がどのように保護されているのか、そ
の原理を知っていないと不安であろう。
また、その原理を知ることにより、逆に何をしたら危険なのか
を知ることができる。
これらは社会生活上で大切なことである。

そのために初等整数論に習熟し、それを用いた暗号の仕組みを
理解する。また、具体的に暗号を作成する作業を通じて、暗号
の原理をより深く理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

通信の機密性・安全性の必要性を理解する事ができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習はしないでも理解できるように講義しますが、前回のノー
トを読み返すなどして心の準備は整えて下さい。
復習（簡単な練習問題を解くことを含む）はして下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に掲げた項目について理解しているかを評価基準とす
る。
定期試験(100％)により判定する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

理解を確認するために、ほぼ毎回簡単な練習問題を課す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　通信の安全性の必要性、鍵の施錠・開錠
２　　Caesar暗号・鍵解説、暗号化・復号
３　　整数、素数、約数
４　　エラトステネスの篩
５　　素数は無限個存在する
６　　公約数、公倍数
７　　最小公倍数、最大公約数
８　　ユークリッドの互除法
９　　合同式
１０　不定方程式の整数解
１１　合同方程式の解法、
１２　Fermatの定理
１３　RSA暗号
１４　RSA暗号の作成と解読
１５  まとめと演習



2019-S000009502-91基礎数学「BB」（線形代数と幾何）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部１時限　　試験時間割：2020/01/23　夜１限　　

山田　直記

◎－－－　概要　－－－◎

数理科学は、様々な分野の発展に寄与する基礎的な道具であ
る。
なかでも経済学や企業の計画立案には、線形代数と呼ばれる分
野の数学が応用されている。
このような背景を踏まえて、本講義は先ず歴史的に方程式解法
の発展をたどり、そののちに連立線形１次方程式の様々な扱
い・解法を理解し、線形的問題に取り組む力を培うことを目標
に置く。
線形代数はまた、平面や空間の幾何との関連が深い。線形代数
の幾何的理解のために平面幾何や空間図形の幾何も学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

連立１次方程式の仕組みが理解できる。(知識・理解)

ベクトルによる空間図形の表現が理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習はしないでも理解できるように講義しますが、前回のノー
トを読み返すなど、心の準備はして下さい。。
復習（簡単な練習問題を解くことを含む）はして下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に掲げた項目について理解しているかを評価基準とす
る。
定期試験(100％)により判定する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　参考書　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

理解を確認するために、ほぼ毎回簡単な練習問題を課す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　未知数１、２個の１次方程式
２　　幾何との関係、２次の行列の演算
３　　文字の使い方
４　　連立1次方程式、行列式
５　　未知数３個の連立１次方程式
６　　連立1次方程式の解ける仕組み
７　　あみだくじ
８　　置換　　
９　　あみだと置換　
１０　あみだ、置換、行列　
１１　行列による変換(1)
１２　行列による変換(2)
１３　行列式と図形の変換(1)　
１４　行列式と図形の変換(2)　
１５　復習とまとめ　



2019-S000009503-91統計入門「BB」（もう一度、平均について考える。）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部２時限　　試験時間割：2019/07/29　夜２限　　

杉万　郁夫

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、統計分析を用いた記事を新聞・雑誌等で目にする機会が
増えている。また、統計分析の対象となる分野も自然科学から、
より日常生活との関連の深い人文・社会科学へと拡大し、これか
らの社会人にとって、統計学の基礎知識を持つことは適切な社会
認識を形成する為に欠かせない要素になっていくと思われる。一
方、コンピュータの発達と普及により、殆どのコンピュータに用
意されている一般的なソフトウェアだけで基本的なデータ処理が
可能になり、この意味でも統計の考え方・手法を必要とする機会
が多くなっている。

　この講義では、大別して、次の２つのテーマについて学ぶ。
　(1)　まず、最も身近な代表値である平均値について再考し、
次に、平均値と併せて用いられる分散・標準偏差等のデータのば
らつきを表す統計値について学ぶ。ここでは、データのもつ情報
の内容と量（内容の価値の大きさ）という統計分析の基礎的観点
からこれらの値を理解することが目的となる。また、中央値や箱
ひげ図についてもこれらと対比して学び、様々な統計量の適切な
使い分け方を身に付ける。
　(2)　新聞の世論調査で、ある意見を支持する人の比率は調査
した人の52％であった。これを見て読者の多くは、世の中の52％
の人が支持していると考える。このように一部の調査結果から全
体について類推するとき、52％という数値がどの位ずれている可
能性があるのか、支持が50％より少ない可能性はどれだけあるの
かといった問題を分析する方法を学ぶ。
　特に、(2)で述べた推測統計の基礎となる確率や確率変数の理
論は難解である。この講義では、これらの問題について学ぶ際
や、基本的な統計学のアイデアを理解する場合にも、難しい数式
による証明を避けて、数値実験やデータ処理の実習を通じたより
実用的な理解を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

平均や中央値の基本的な意味を理解し、説明できる。(知識・理
解)

データから読み取りたいことに適切な分析を利用できる。(技能)

自分の知りたいことのために、データをとってみたいと思ってい
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　概要の(2)で述べた推測統計の理解には、概要の(1)で述べた統
計値の理解が前提となります。理解を積み重ねていきますので、
何より前回の講義の復習を心がけて下さい。毎回、前回の授業内
容を復習し、課題が出ているときはレポート等を作成すること。
（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果（70％）と、FUポータルから提出する「サイ
コロを用いた中心極限定理の数値実験に関する課題レポート」
（30％）で評価する。定期試験では、講義内容に関する理解度を
問う設問だけでなく、この講義の一つの目的である統計に対する
問題意識に関する設問もある。統計学で用いられている数理や統
計処理の方法論よりも、用いるべき手法の選択とその結果として
得られた数値の持つ意味に対する解釈に重点がおかれることはい
うまでもない。
　また、課題等の提出や資料の配付はFUポータルを用いるの
で、確認する習慣をつけておくことが望ましい。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。大学１・２年次生向けに書かれ
ているものであれば、どれでもよいと思う。
　また、各回の講義で用いる参考資料等は、基本的にFU
ポータルから配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義の先を学ぶ為の参考書は数多いので、講義の中で紹
介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　統計を理解する最良の方法は、生のデータに関心を持つ
ことである。自分にとって興味あるデータを意識しながら
受講してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　統計の歴史と枠組み
　（今、統計教育が重視される背景）
２　データの分布
　（現代におけるデータ記述の目的とは？）
３　中心を表す代表値
　（平均と中央値）
４　散布度を表す値
　（分散・標準偏差と分位範囲・平均偏差）
５　二つの統計学
　（分析の目的に応じた使い分け）
６　分析の進め方
　（情報を効率的に取り出す）
７　分布の形の分析
　（更なる分析の例と箱ひげ図）
８　データ平均の分布
　（サイコロによる数値実験）
９　中心極限定理
　（推測統計の基本定理）
10　正規分布
　（もっと、役立つ結果を出せる設定）
11　仮説検定
　（仮説は否定するために立てる）
12　仮説検定
　（推測できることの限界を知る）
13　点推定
　（経験や直感は正しい）
14　区間推定
　（データを取る前に考える）
15　比率データの推測統計
　（比率と平均の類似点と相違）



2019-S000009504-91物理科学入門「BB」（物体の運動）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：土・二部１時限　　試験時間割：2019/07/27　夜１限　　

伊佐　士郎

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、ニュートン力学あるいは古典力学といわれるもの
の初歩的な部分を行う。その基本的部分は17世紀にニュートン
により完成された。これは物体の運動を取り扱う。20世紀に入
ると、その限界が明らかとなったが（相対性理論、量子力
学）、その限界（光速に近い、非常に強い重力、原子や分子以
下の大きさ）内では何らその有用性は損なわれない。物理学を
学ぶ際、必ず最初に勉強する科目である。通常、単に力学とい
う。力学を学ぶと種々の物理的量や概念（エネルギー、力学的
エネルギー保存則など）が現われる。これらのものは、力学だ
けでなく物理学、更には自然科学全体にも有用である。
　講義は図を多く取り入れてゆっくり進める。物理的概念を何
度も繰り返し説明するので、暗記するのではなく、理解しよう
と努めてほしい。理解を深めるために、多くの易しい計算問題
を例題として取り上げる。必要な数学はせいぜい二次方程式を
解く程度に留め、微分・積分はまともには使わない。
　力学現象というのは、意識しないかもしれないが、我々が日
常絶えず経験することである。力学を学んだ後、少しでも運動
する物体に興味をもてるようになれば幸いである。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

物体の基本的な運動（直線運動や円運動など）を理解してい
る。。(知識・理解)

それらを生じさせている力の法則や不変量（保存の法則）を理
解している。。(知識・理解)

例えば、何故、地球をまわる宇宙船の中では無重力であるのか
を理解する。(知識・理解)

簡単な計算問題を解ける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

その日の講義の最後に設問（場合によっては簡単な計算問題）
を出題するので、必ずやっておくこと。次回の講義の最初に解
答する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　期末試験の成績で評価する。
とくに、遠心力、無重力などの概念が漠然と、もしくは間違っ
て理解されていることが多いので、正しく理解されているかを
見る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　なし。重要な事項や図はていねいに板書する。

◎－－－　参考書　－－－◎

物理学とは何だろうか　上（岩波新書）朝永振一郎著
ファインマン物理学Ⅰ（岩波書店）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ニュートン力学の成立
2　位置と座標、ベクトルとスカラー
3　速度と加速度
4　運動の法則
5　いろいろな力
6　直線運動
7　放物運動
8　円運動
9　見かけの力・遠心力・無重力
10　運動量とその保存・衝突
11　仕事と力学的エネルギー
12　惑星の運動
13　大きさのある物体の釣り合いと運動
14　力学的自然観の確立とその限界
15　種々の保存則と対称性



2019-S000009505-91物理の世界「BB」（宇宙・相対性理論・ミクロの世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：土・二部１時限　　試験時間割：2020/01/25　夜１限　　

伊佐　士郎

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は20世紀の物理学を概説する。相対性理論と量子力学
がその大きな柱である。前者は今世紀の初め、アインシュタイ
ンという天才によって創られた。これは、我々の時間、空間に
対する見方に変革をもたらせた。そしてこれから導かれる質量
とエネルギーの等価性は、原子力エネルギーと密接な関係があ
る。更に重力理論は、宇宙論を展開する上で不可欠のものであ
る。後者は原子以下の小さな世界に成り立つ力学である。これ
は、我々の普通の見方からすると非常に奇妙な論理構造をもっ
ている。然しながら、それは我々の日常生活に密接に関わるよ
うになってきている。例えば、電卓は量子力学のかたまりと
言っても過言ではない。
　ここ数十年、宇宙論は急速に発展した。137億年前、宇宙は
大爆発（ビッグバン）で始まり、様々な変化を伴いながら膨張
し、現在に至っている。その詳細は、観測方法の進歩と共に、
相対性理論と量子力学（原子核、素粒子物理）から明らかに
なってきた。ブラックホールや宇宙の始まりを考えるとき、相
対性理論と量子力学は不可欠なのである。
　講義では数式は使わず、図を数多く使う。当然、完全な理解
は不可能であろうが、各自が何らかの宇宙観を得られれば良
い。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

宇宙の始まりや星の進化などが、現在どのように考えられてい
るかを理解する。(知識・理解)

それらの知識が得られた根拠を理解する。(知識・理解)

時間・空間などの宇宙観が広がること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義の最後に次回の講義の内容のあらましを話すので、いろい
ろ想像をめぐらせておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　期末試験の成績で評価する。宇宙や素粒子の世界をきちんと
理解するのはむつかしいので、大雑把でよいので理解できてい
るかを見る。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　なし。重要な事項や図はていねいに板書する。

◎－－－　参考書　－－－◎

相対性理論入門（岩波新書）内山龍雄著
宇宙論への招待（岩波新書）佐藤文隆著
宇宙と生命の起源（岩波ジュニア新書）著者多数

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　現在の宇宙の概観
2　星の一生
3　ビッグバンと宇宙の膨張
4　相対性理論(1)　時間と空間
5　相対性理論(2)　重力
6　ミクロの世界(1)　原子、素粒子
7　ミクロの世界(2)　量子の世界
8　ミクロの世界(3)　加速器、クォークの模型など
9　基本的な４つの力（重力、電磁気力、強い力、弱い
力）
10　統一理論
11　宇宙の進化発展
12　宇宙のトポロジー
13　原子力（核分裂、核融合）
14　地球外知的生命体、恒星間航行・・・
15　復習とまとめ



2019-S000009507-91自然界と物質の化学「BB」（身近な現象・物質から学ぶ化学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2019/07/26　夜１限　　

山口　敏男

◎－－－　概要　－－－◎

　私たちの身の回りには、たくさんの物質があります。自然界
にある物質、人工的につくられた物質、様々な物質に囲まれ、
それらを利用しながら私たちは生活しています。本講義では、
これらの物質の正体を調べるためにどのような見方をすればよ
いのか、また物質がどのようなものからできているのかを探っ
ていきます。また、自然界に起こる様々な現象はすべて物質が
かかわっています。すべての物質を構成する粒子の考え方を
使って身近な現象を説明していきます。例えば、紙や木が燃え
るという現象については、紙や木に含まれる炭素が空気中の酸
素と急激に化学反応を起こして、二酸化炭素や一酸化炭素とい
う新しい物質が生まれることを学びます。このように、化学反
応とは何か、化学反応を式で表す方法を含めて学ぶことにしま
す。また、地球上で起こる自然現象は、太陽からの光のエネル
ギーによって影響を受けていることが多く、植物や人間を含め
て動物が生きていけるのも太陽のおかげです。そこで、光とは
何かを理解し、光をエネルギーの一つの形としてとらえること
によって、光と物質の関係についても学んでいきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

物質は原子・分子が集まってできることを知る。(知識・理解)

物質を特徴づけるものには、密度、融点、沸点などがあること
を知る。(知識・理解)

分子は原子の結合によってできていることがわかる。(知識・
理解)

共有結合による分子のなりたちがわかる。(知識・理解)

化学反応を式で表す方法を知る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義内容をよく理解するために教科書の予習(30分)と復習と
して章末問題(1時間30分)を奨めます。身の回りの現象や物質に
対する化学的な基礎知識を身に付け、自分の言葉で説明できて
いるかを確認する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜評価基準＞
　身の回りにみられる現象や暮らしの中の物質に関して、化学
の基本的なしくみについて理解し、説明できるかを評価の基準
とする。
＜評価方法＞
　毎回のレポート(章末問題)と定期試験の結果をもとに、到達
目標に照らして評価する。
＜割合＞
　レポート（4割）と定期試験（6割）を原則として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　日本化学会編「化学、身近な現象・物質から学ぶ化学の
しくみ」（化学同人）ISBN978-4-7598-1091-2

◎－－－　参考書　－－－◎

日本化学会編「化学ってそういうこと！」（化学同人）　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．物質とは何か。
 物質を構成する究極の粒子など
２．身の回りの物質を考える
 原子・分子が集まってできる物質など
３．物質を特徴づけるものは何か
 物質の密度、融点、沸点など
４．物質の状態は何によって決まるか
 粒子の運動と温度の関係など
５．すべての物質は原子からできている
 元素の性質が周期的に変化するなど
６．物質中の原子はどう結びついているか
 結合のしかたによって物質をわけるなど
７．分子は原子の結合によってできている
 共有結合による分子のなりたちなど
８．身近な現象から気体と溶液の性質を学ぶ
 物質はどのようにして溶けるかなど
９．化学反応とはどのような変化か
 物質をつくりだすのも化学反応など
１０．化学反応式を使って化学反応を表す
 化学反応のすじ道を論理的に表す手段など
１１．身の回りの酸と塩基を考える
　酸性、塩基性の見分け方など
１２．酸化と還元のしくみを考える
 電池と電気分解の関係など
１３．光とは何だろう
　光の三原色とものが見えるしくみなど
１４．光を化学エネルギーに変える
　光を使う植物の巧妙なしくみなど
１５．まとめ



2019-S000009508-91生活と環境の化学「BB」（人類の未来を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2020/01/24　夜１限　　

福田　将虎

◎－－－　概要　－－－◎

現代の豊かな物質文明において、私たちは自然科学の恩恵をこ
うむっていますが、ともすれば身の回りの物質に対しての理解
を欠いていたり、めざましい科学技術の進歩についていけない
ことが多々あります。化学は、それらの物質の性質や変化を系
統立てて調べる学問であり、私たちの日常生活と密接に関連し
ています。この講義では、生物や身の回りにある物質など、日
常生活で使用している「衣食住」に関わるものを例にしなが
ら、化学の基礎知識を学ぶと同時にその性質や特徴を化学的な
視点から学習します。さらに、人類の未来に深刻な影をおとす
環境問題とエネルギー問題や医療問題についても考えます。こ
の講義を通して、身近にあるものを化学的な視点から考える力
を身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

身近にある様々な物質の基本的知識を説明できる。(知識・理
解)

現代社会における化学の役割を説明できる。(態度・志向性)

物質の性質を化学的な視点で考えることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各講義終了時に講義の要点を解説し、理解度をチェックするた
めの演習問題を課する。それらにしたがって復習すること（30
分程度）。また、次回の講義内容に関する問題を提起するの
で、事前に各自で考えをまとめておくこと（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　身近にある様々な物質の基本的知識を理解し、その内容を正
確に説明できるかを評価の基準とする。また、現代社会と化学
技術の関わりを自分の言葉で説明できるかを評価の基準とす
る。
評価方法は、課題（15％）及び受講態度（15％）と、定期試験
の成績（70%）により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しません。配布するプリントを用いて講義
を進めます。

◎－－－　参考書　－－－◎

身の回りの製品の化学に関する事項については、平易な内
容の一般向けの書物を図書館や書店で見て読んでみると良
い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験は講義中に解説した演習問題を中心に出題しま
す。したがって、講義にしっかり出席し、その場で理解す
るように心がけて下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　化学と社会の関わり
２　食の化学(1)：油脂・炭水化物
３　食の化学(2)：アミノ酸とタンパク質
４　食の化学(3)：酵素のはたらき
５　食の化学(4)：ビタミンとホルモン
６　衣の化学(1)：天然繊維
７　衣の化学(2)：化学繊維
８　住の化学(1)：セメント・ガラス・セラミックス
９　住の化学(2)：プラスチック・ゴム
10　大気汚染(1)：地球温暖化・オゾンホール
11　大気汚染(2)：環境ホルモン
12　生活の中の化石資源
13　次世代エネルギー
14　環境問題とエネルギー問題
15　まとめ



2019-S000009509-91地球圏科学入門「BB」（地球圏の構成と成り立ちを学ぶ）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部２時限　　試験時間割：2019/07/31　夜２限　　

杉山　哲男

◎－－－　概要　－－－◎

　地球とその周辺（地球圏）を舞台として繰り広げられる様々
な自然現象は、それぞれ独自のスピードで停ることなく変化し
続けている。今窓の外に見える風景は、46億年に及ぶ地球環境
変貌の結果である。このうち人類が登場してからの地球は、そ
れまでの変化のシナリオとはいささか異なるレールに乗ってし
まい、急速な文明の進化に翻弄されつつある。地球に暮らし、
地球の持つ限られた資源を利用し、更に地球外に活動の場を拡
大しつつある人類の一員として、地球が持つ可能性と将来像を
現時点ではっきりと認識しておくことは極めて重要である。
　地球圏とは、大気圏・水圏・岩石圏からなる地球環境と、そ
れを棲息場として進化発展してきた生物圏の４つの要素から成
り立っている。それらは互いに密接に関与し、影響を及ぼしあ
いながら、今日まで留まることなく変貌し続けてきた。地球上
で進行しつつある自然現象を時空を越えて通観し、複雑に絡み
合った地球圏環境変動の原因について理解を深めることが本講
義の目標である。
　そのため、地球圏科学入門では、地球圏環境区分の大気圏、
水圏、岩石圏、生物圏について、それぞれ成立にさかのぼって
内容を解説する。また、これらの環境区分が互いに関連してい
る例として、サンゴ礁環境を取り上げ、大気、水、生物が物質
交換をし、やがてサンゴ礁石灰岩からなる海底地形を構築して
いく仕組みを解説する。
　地球圏環境システムをその成立に遡って理解することは、地
球人として地球の将来を考える上で、極めて重要な視点を養う
ことになるであろう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球圏（大気圏、水圏、岩石圏、生物圏）の構成と成り立ちに
ついて、理解を深めることができる。(知識・理解)

地球圏は互いに影響しあっている（相互作用）ことについて、
理解を深めることができる。(知識・理解)

地球表層の環境について、以前よりも幅広い視点で興味をもっ
て見ることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習として予定される講義のキーワードについて情報収
集を求める(30分程度）。事後学習では毎回講義ノートを見直
すことを重視する。課題として提示する演習問題を中心に復習
する(60分）とともに、気付いた点や気になる点は、インター
ネットなどを用いて探究し、自主的に知識を増幅させ、次の講
義には問題意識を明確にして出席することが重要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　現代社会の成熟した大人に必要な地球環境に関する基本的科
学知識を、どの程度修得しているのか、定期試験によって評価
する。評価基準は学則に従い、60点以上は合格、59点以下は不
合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義の進展にあわせて、適時資料プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　地球史や地球環境に関する書籍は多数出版されている。
比較的安価な解説本や自然環境を取り扱っている科学雑
誌、地震や火山災害に関する新聞記事などを乱読するのも
良い。主な参考書としては次のようなものがある。
　丸山茂徳・磯崎行雄:生命と地球の歴史（岩波新書）
　神奈川県立博物館編:46億年の謎、新しい地球史（有隣
堂）
　野崎義行:地球温暖化と海（炭素循環から探る）（東京
大学出版会）
　西平守孝ほか:サンゴ礁、生物がつくった生物の楽園
（平凡社）
　上田誠也:新しい地球観（岩波新書）
　Ａ．ウエゲナー:大陸と海洋の起源、上下２巻（岩波文
庫）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　地球圏科学で何を学ぶか？
２　地球誕生のシナリオ１（宇宙探検のもたらした成果）
３　地球誕生のシナリオ２（マグマの海が生命を誕生させ
るまで）
４　大気圏の進化過程
５　大気圏の現状と将来:地球温暖化の仕組みと課題
６　水圏の構成
７　水圏環境の変動
８　岩石圏の構成（地殻の構成物質，鉱物）
９　岩石圏の構成（物質偏在の仕組み，岩石）
10　地殻変動の原因（日本列島のテクトニクス）
11　生物圏の成立過程（化学進化から生物進化へ）
12　生物圏の形成過程（化石記録からみた生物圏の進化）
13　炭酸ガスと気候変動（サンゴ礁の役割）
14　頻発する自然災害と土石流への備え
15　まとめと演習



2019-S000009510-91新しい地球観「BB」（地球の変動と環境）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部２時限　　試験時間割：2020/01/22　夜２限　　

田口　幸洋

◎－－－　概要　－－－◎

　我々が住んでいるこの地球は、太陽系の第３惑星として誕生
し、46億年もかかってヒトに住み易い地球環境へと進化してき
た。しかしながら、最近は人類の活動が自然の変動の範囲を遥か
に越え、地球環境問題が地球規模で問題となりつつある。
　地球圏科学が他の自然科学と異なる点は、不可逆の歴史が介在
しているという点である。そして、そこでおこる事象はヒトの一
生という時間からすると長い時間的感覚で起こるが、地球の歴史
からするとそれは極めて短い時間内で起き、さらに再び前とまっ
たく同じ場面は再現されない。現代社会の地球規模的問題を解決
するには、この地球の現状、事象の不可逆の歴史性と相互関連
性、起こる事象の時間の感覚を正しく理解する必要がある。
　本授業ではまず大陸移動がどのような根拠により提案され、受
け入れられてきたかを理解する。その後、大陸が動くことでどの
ような環境の変化がおきるのか、また実際にはどのようなことが
起きたかを理解する。その後、環境の変化に対応し進化してきた
生命がこの世から突然姿を消してしまうことがあり、このような
ことの原因について述べる。なお、講義後には、講義中に配布し
た資料とノートを対応確認していくことが理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大陸移動の概念がどのようにして構築されてきたかの背景が理解
できる。(知識・理解)

プレートテクトニクスによる地球変動の基本的な仕組みがわか
る。(知識・理解)

大陸移動による海洋の変化と気候変動のかかわりが理解できる。
(知識・理解)

地球の大気環境の形成過程，特に酸素大気の形成メカニズムと生
命活動のかかわり，およびその歴史的過程が理解できる。(知
識・理解)

大陸が動くシステムと，地球規模での事象や環境変動とのつなが
りに関する理解がより深まり，地球規模での環境問題への関心が
より持てるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業では重要な語句等は板書の際に色違いで示すので、配布資
料やノートを用いそのような箇所をひとし復習し、理解しておく
こと（30分）。また，講義中に興味が持てた点やより知りたいと
思った点，理解がよくできなかった点や気になる点などは，図書
館やインターネットなどを利用し自ら調べ，次の授業までに特に
問題点などは明らかにして授業にでてくることが大切である。
　各授業の終わりには，次の講義の重要なキーワードを示すの
で，それについて事前に調べておくことが望ましい（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

大陸が移動することで生じる諸地球環境変化の理解の程度を学期
末の試験で評価を行う。
１．評価方法：定期試験の成績を100％とする。
２．評価基準：定期試験で60点以上を合格，59点以下を不合格と
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に教科書は使用しない。講義中にプリントを配布し、そ
れを用いて講義を行う予定である。

◎－－－　参考書　－－－◎

「大陸と海の系譜」Ｔ．Ｖ．アンデル著　築地書館…平易
な解説
「生命と地球の歴史」丸山茂徳・磯﨑行雄　岩波新書
　なお、この他に関連分野の参考図書は講義中に適宜紹介
の予定である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　大陸は動く　―ウエーゲナーとその反対派
２　大陸移動説の復活ー岩石の中の磁石ー
３　海洋観測が果たした近代地球への貢献　―海溝と海嶺
―
４　プレートテクニクス(1)　―地球のジグソーパズル―
５　プレートテクニクス(2)　―プレート境界と地殻変動:
山はどこで、地震はどこで―
６　プレートテクニクス(3)　―大陸は太りっぱなし、海は
生まれては亡びる―
７　プレートテクニクスの遺産　―石油・資源―
８　地球圏科学のトピックス(1)
９　風が吹くと桶屋が儲かる(1)　―海が決める地球上の
風・気候・資源―
10　風が吹くと桶屋が儲かる(2)　―大陸が動くと気候が変
わるその歴史―
11　地球の形成過程と環境
12　酸素大気の生成と生物・岩石の相互作用　―地球の緑
はわずか４億年前から―
13　生命の大量絶滅と周期性　―ノストラダムスの予言は
当たったか？―
14　地球の未来は？
15　後期のまとめ



2019-S000009523-91自然地理学「BB」（気候区形成の仕組み）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部２時限　　試験時間割：2020/01/24　夜２限　　

林　政彦

◎－－－　概要　－－－◎

　我々は，地球上で生活している。生活には，個人的な活動，
社会的な活動を伴う。それらの活動は，周囲の人々，社会，そ
して我々を取り巻く自然との相互作用の中で行われ，個々人の
内面の形成にも影響を及ぼしている。この講義では，はじめ
に，このような人間の個性や体の形成，社会活動と自然科学的
な条件との相互作用について，地勢学，地形学，気候学等の自
然地理学の位置づけとともに概観する。その後，自然地理学の
主要な構成領域の一つである気候学について，以下のように，
気候区形成論の立場から論ずる。
　地球上には、常に高温で雨量の多い熱帯、砂漠などの乾燥地
帯、寒冷な極地域など異なった特徴を持った気候条件を有して
いる地域がある。これらは類似した特徴をもった地域ごとに気
候帯として区分されている。このような気候帯の形成は、基本
的には大気の運動と降水などによっている。しかし、大気の運
動がなぜ、現在の大気の運動パターンをなしているのかなどを
きちんと理解することは容易ではない。大気の運動、降水形成
の原動力は、太陽放射にある。太陽放射による熱エネルギーを
駆動力として大気の運動がおき、海洋や大陸・島などの陸地と
の熱交換や水蒸気交換といった相互作用をおこないつつ、熱や
水・水蒸気の輸送がおこなわれる。その結果、地域ごとに特徴
をもった気候が形成される。本講義では、地球上における気候
形成のしくみをこのような素過程から説き起こして、現在の気
候帯分布を理解していくこととする。なお，理解のカギとなる
素過程は，物理過程であるが，数式は使わず，身近な生活体験
から素過程を理解するようにする。　
 　 折りにふれ、①南極、北極の気候の類似性と違いに及ぼす
地形と大気・海洋による熱輸送の役割、②海洋大陸と呼ばれる
インドネシアの乾季雨季の特徴と陸地（島）の役割、そして、
③中国乾燥地域と砂漠形成のしくみなど、担当者が実際に観測
で訪れているいくつかの特徴的な地域の気候についても解説を
行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

気温，風，雨などの気候要素が物理的な法則によって決定され
ていることを理解している。(知識・理解)

地球上の主な気候区がどのように形成されているのかを説明で
きる。(技能)

気象現象をはじめ日常的に身の回りで起きている様々な現象に
出会ったとき，それがどのような仕組みで起きているのか，考
えてみるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布するプリントを中心に予習(30分)、復習(90分)すると良
い。
折にふれ身の回りの天気やニュースで見られる現象を講義の内
容に基づいて考えてみること，それが最高の復習である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績（100点満点）を基本とする。ただし、定期
試験の成績が100点に満たない場合、レポート、ミニッツペー
パーによる評点が最大40点となるように、定期試験と提出物に
よる評価を按分して加算し、成績とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。
必要に応じて、講義中にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

住明正著　地球の気候はどう決まるか？「地球を丸ごと考
える」第４巻　岩波書店
吉野正敏著　気候学 「自然地理学講座」 第２巻　大明堂
西村嘉助ら著　人文地理ゼミナール「自然的基礎」大明堂
福井英一郎編　新地理学講座第４巻「自然地理Ⅱ」朝倉書
店
など

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　“知って、覚える”のではなく、自然科学的に“理解す
る”ことを目標とする。しかし、数学的にやっかいな扱い
はしない。理解の基本となる物理法則を日常の経験から説
き起こし、できる限り感覚的にとらえられるよう解説をし
てゆく。鋭い感覚と確かな思考力で理解してほしい。ただ
し、本来は、感覚的にとらえることの方が難しいというこ
とを心にとめておいてほしい。自然科学的なセンス、自然
を見る目が必要である。そのような感覚を養うコツは、よ
く自然・周囲をみることに他ならない。
　レポートは、講義のまとめであるとともに、定期試験の
準備でもある。真剣に取り組むことを強く勧める。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　自然地理学と気候学
２　春夏秋冬？なんだそれ？:世界の気候帯、気候要素と
気候因子
３　地球は丸かった!:エネルギー源としての太陽放射
４　バランスを求めて:エネルギー収支と気温
５　地球規模エアーコンディショナ:大気と海洋による南
北熱交換
６かげろうの秘密:大気は下から温まり、下から冷える
７　穏やかな海、メリハリの利いた陸地:海陸分布と気温
分布
８　風の行く先、誰ぞ知る:風を支配する気圧分布と地球
の自転
９　木枯らしピープー吹いている:海陸分布と季節風
10　黒潮の故郷:風と陸と地球の自転がつくる海流
11　水のメリーゴーランド:水蒸気、雲、雨、雪、河川、
湖沼、海洋、地下水
12　押さえきれない悲しみ:相対湿度と雲・降水
13　気団の喧嘩と涙:熱帯の雨、中・高緯度の雨
14　仮想地球の気候区分布:気候区形成の仕組み
15　現実地球の気候区:気候区形成の仕組み



2019-S000009513-91ミクロの生物科学「BB」（分子生物学入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：2019/07/29　夜１限　　

野村　美穂

◎－－－　概要　－－－◎

　全ての生命は、「細胞」を基本単位とする単細胞あるいは多
細胞生物である。この細胞一つ一つの中にはバランスの取れた
社会が存在し、それが生命の営みを支えている。遺伝子はその
設計図であり、ミクロの世界を支配している。
　遺伝子の本体はDNAであり、この物質が複製や転写、翻訳さ
れることで RNAやタンパク質といった生命に必要な役者を産
生し、生命活動に至る。この産生に関わる転写、翻訳などのイ
ベントは TPOをわきまえており、１個体の中で全ての細胞に全
く同じ種類の遺伝子（染色体）が同じ数だけ存在しているが、
その細胞の存在する場所や時期、その時に置かれている状況に
よってイベントの施行具合が異なる。こういった調節のもとと
なる遺伝子に変異などの異常が起きると、疾患など生物個体上
に目に見える変化となって現れ得る。
　本講義では、このような遺伝子に関わる一連の基本事項を解
説し、さらにその遺伝子が関与する疾患や遺伝子を応用した技
術について紹介し、私達を含む生物個体がいかに緻密な仕組み
によって成り立っているかを理解し考えていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

細胞の仕組みや細胞が生命の基本単位であることを説明でき
る。(知識・理解)

遺伝子が生物の特徴を決めていることを理解している。(知
識・理解)

新聞等で接する生命科学系の記事を通して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)　－－－◎

・教科書は特に指定しないが、図書館や手持ちで内容的に関連
するテキスト、あるいは参考書として挙げている「生物科学」
（福岡大学生物学教室）などで、授業計画にある項目に関連す
る内容を事前に読んでおくこと。（４０分）
・毎回授業終了後に行う小テストは、次回の講義時に返すの
で、持ち帰って復習すること。（３０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

生命の基本単位である細胞の構造やDNA、RNA、タンパク質
に関する基本的事項や、遺伝子が生物の特徴を決めていること
を理解し自分の言葉で正確に説明できているかに重きを置いて
評価します。定期試験に基づいた評価を基本としますが、私語
や遅刻等の授業態度については評価の際に適宜考慮します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　参考書　－－－◎

生物科学（福岡大学生物学教室）　
新幸印刷所

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

高校で生物を学ばなかった人なども興味を持てるようにわ
かりやすい講義を行うよう配慮する。
テキストは指定しないので、講義をよく聴き、ノートを取
ること。また、授業中に行う小テストや配布資料をこまめ
にファイリングすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１，生命の基本単位 -細胞-
２，原核生物と真核生物
３，遺伝情報を担う物質 -DNA-
４，染色体・遺伝子
５，遺伝子の複製、修復
６，DNAとRNA
７，RNAから蛋白質へ
８，特別な細胞 -卵と精子-
９，発生と遺伝子
１０，遺伝学入門
１１，遺伝子が生物の特徴を決めている
１２，遺伝子が関わる疾患
１３，遺伝子工学１
１４，遺伝子工学２
１５，まとめ



2019-S000009514-91マクロの生物科学「BB」（動物の環境適応行動と脳）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部１時限　　試験時間割：2020/01/20　夜１限　　

藍　浩之

◎－－－　概要　－－－◎

地球で最も繁栄した生き物は何だろうか？多くの人は「ヒト」
と答えるであろう。しかし、地球環境への適応という視点でと
らえたときに、それは必ずしも正しくはない。地球上には多く
の動物が、それぞれの環境に適した構造、機能を持ち、適応し
ている。本講義は、動物の環境適応行動を、様々な動物を例に
取り上げて紹介するとともに、様々な動物間での脳の共通性と
特殊性について理解する。また高度な脳を持つ社会性動物の行
動と生態、およびそれらの行動を用いた環境モニタリングの最
先端の研究を紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

動物の環境適応行動の例を挙げて説明することができる。(知
識・理解)

ニューロンの情報処理の仕方を説明することができる。(知
識・理解)

動物の進化を適応行動と脳情報処理の視点で説明することがで
きる。(技能)

生物や環境に関する問題を解決するための知識を積極的に学
び、行動する態度を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

FUポータルにある授業資料をプリントアウトし、各自で予習
しておくこと（60分）。プリントアウトは講義中に書き込みを
するとより理解が深まる。講義後は必ず復習し、わからないこ
とは自分で調べること（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は、上述の到達目標をそれぞれ正確に理解し、説
明できるかを評価の基準とする。評価方法は、レポートと定期
試験の結果で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

FUポータルに授業資料をアップロードする。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業計画の項目に従い、講義をする。授業資料を講義の際
にプリントアウトし持参することを勧める。講義内容は授
業資料に書かれていることだけでなく、より深く理解する
ため、その背景や研究歴も講義する。講義ごとにスライド
を使用するので、必ず出席してほしい。遅刻や受講中の態
度は授業の理解に大いに関わるので慎み、講義を適宜ノー
トに取ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.動物の環境適応行動１
　：探索、捕獲、逃避、摂食
2.動物の環境適応行動２
　：変身、定位、通信
3.脳とは？ニューロンとは？
4.ニューロンが興奮するとはどういうことか
5.ニューロンが興奮を流す仕組み
6.ニューロンどうしの興奮の受け渡しの仕組み
7.興奮と抑制による神経回路の機能
8.興奮と抑制の織り成す妙技１：嗅覚
9.興奮と抑制の織り成す妙技２：聴覚
10.興奮と抑制の織り成す妙技３：運動制御
11.学習と記憶、知能
12.様々な脳の共通性と特殊性
13.適応行動と脳の進化の過去・現在・未来
14.社会性をもつ生き物たちの行動と生態
15.動物を用いた環境モニタリング



2019-S000009518-91自然科学入門「BB」（基礎生物学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・二部１時限　　試験時間割：2019/07/31　夜１限　　

向井　悟

◎－－－　概要　－－－◎

生物学の基礎的な知識を基にして、生命現象を分子レベルで解
明することは、生物としての人間を理解していく上で重要で
す。本講義ではまず、生命の基本単位である細胞がどのような
物質から成り立ち、それらの物質がどのようなはたらきをして
いるかを学びます。また、植物細胞を含め、細胞の基本的構造
を理解するとともに、種々の細胞がもっている多様な機能につ
いて理解を深めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命の基本単位である細胞の物質的成り立ちを理解する。(知
識・理解)

生命の基本単位である細胞がもつ多様な機能を理解する。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習を要しませんが、講義後の復習をして下さい。講義内容に
関する不明な点は質問をして下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1. 評価方法　簡単な小テストを数回実施し、さらに定期試験の
成績を合わせて評価します。
2. 割合　小テスト５０％、定期試験５０％とします。
3. 評価基準　概要に示した項目の理解度によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。
講義の際に資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

基礎生物学　ISBN ISBN4-563-07755-0
生物科学入門　ISBN ISBN4-563-07725-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の私語は厳禁です。また、理由なき途中退席を認め
ません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　細胞の構造と機能
２～３アミノ酸とタンパク質　
４　　糖
５　　脂質
６　　核酸
７　　その他の生体構成成分
８　　細胞小器官
９～11エネルギー代謝
12　　遺伝、遺伝情報の発現
13　　恒常性の維持
14　　生体防御
15　　全体の復習



2019-S000009519-91自然科学と人間「BB」（生命科学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・二部１時限　　試験時間割：2020/01/22　夜１限　　

向井　悟

◎－－－　概要　－－－◎

　化学、生物学の基礎的な知識を基にして、生命現象を分子レ
ベルで解明すること（生命科学）は、生物としての人間を理解
していく上で重要です。実際に、これまでの生命科学によって
得られた成果が様々な分野で活かされています。本講義では、
生命の恒常性維持を担うシステム（ノーベル賞の受賞対象とも
なったオートファジー、免疫やプロテアソームなど）について
学びます。そして、それらの知見が我々の実生活、例えば食
品、医薬、医療分野などでどのように活かされているかを学び
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命現象を分子レベルで理解する。(知識・理解)

生命科学の成果が社会でどのように活かされているかを理解す
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習を要しませんが、講義後の復習をして下さい。講義内容に
関する不明な点は質問をして下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1. 評価方法　簡単な小テストを数回実施し、さらに定期試験の
成績などを合わせて評価します。
2. 割合　小テスト５０％、定期試験５０％とします。
3. 評価基準　概要に示した項目の理解度によって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。
講義の際に資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

基礎生物学　ISBN ISBN4-563-07755-0
生命科学　ISBN ISBN978-4-7581-0721-1
細胞の分子生物学　ISBN ISBN4-315-51730-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の私語は厳禁です。また、理由なき途中退席を認め
ません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～５生体構成成分　～その役割と代謝～　
６　　生命科学とは
７～８生命の設計図、遺伝子の発現
９　　免疫システム
10　　がん
11　　ゲノム編集
12～13細胞内タンパク質分解システム　　
14　　代謝異常症（メタボリックシンドローム）
15　　全体の復習


