総合科目II 科目群B 100番台
整理番号 科目番号

科目名

Ⅱ-59 1B01011 「知ること」とは何かI

Ⅱ-60 1B01021

民族の世界I―民族の世
界史1―

戦争から読み解く-記
Ⅱ-61 1B02231 憶・ジェンダー・テク
ノロジー-

Ⅱ-62 1B02241

Ⅱ-63 1B04061

現代の文化と芸術-現代
芸術へのアプローチ-

社会学入門―「繋が
り」の変容を考える

Ⅱ-64 1B06011 学校を考えるI

Ⅱ-65 1B17061 経営の科学II

Ⅱ-66 1B20011

知的財産のしくみ(著作
編)

Ⅱ-67 1B01031 言語の万華鏡I

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1

1

1

1

1

1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

春AB

春AB

春AB

春AB

春AB

春AB

春AB

曜時限

月1

月1

月1

月1

月1

月1

月1

教室

担当教員

1D201 桑原 直巳

1C210 村上 宏昭

1D204 佐藤 千登勢

1H101 吉野 修

1C310 奥山 敏雄

授業概要

備考

学問とは、何かを知る営みである。しかし、「知るこ
(人文開設)
と」とはいったい何かと問われると、われわれは案外そ 【受入上限数120名】
れを「知らない」のではないか。人が物事を知るという
ことの意味や構造、その限界などについて、主に哲学の
立場から考察し、伝統的な思想や宗教のなかで紡ぎださ
れてきた「知」に対する思索や、他の人文諸科学や認知
科学の提示する「知」へのアプローチなどを紹介しつ
つ、「知ること」について問い直してみたい。

本科目では,世界史上の様々な時代と地域における民族 (人文開設)
(nation)・民族集団(ethnic group)をめぐる諸相を学ぶ 西暦奇数年度開講。
ことで,民族・民族集団とは何か,また人類は民族,民族 【受入上限数120名】
集団をめぐり,どのような問題に直面してきたのかにつ
いて理解を深める。民族の世界史1では,とくに日本列島
の民族・民族集団について考察する。
20世紀には2度の世界大戦が起こり,参戦国のみならず世 (比文開設)
界各地で多くの人々が犠牲を強いられた。総力戦として 西暦奇数年度開講。
戦われた世界大戦は,前線や銃後の人々にどのような現 【受入上限数120名】
実を突きつけたのだろうか。また,世界大戦の惨禍はい
かに記憶され,今日,私たちが生きている社会に継承され
ているのだろうか。この授業では,20世 紀の欧米の戦争
を通じて,こうした問題を考えていく。
現代の文化を,絵画,音楽,映画,写真などさまざまな芸術 (比文開設)
ジャンル との関係において担当者それぞれの視点から 西暦奇数年度開講。
考察する。具体的には世界と日本のアニメーション映
【受入制限数120名】
画,市民社会における劇場・ホールのあり方,音楽の「四
重奏」が現代文学に持つ意味と魅力,写真,現代絵画,演
劇におけるイメージと現実との関係について,といった
テーマを扱う。
社会の諸側面での流動化がますます加速する後期近代と
呼ばれる現在、人と人との「繋がり」の様々なあり方が
鋭く問い直されている。この授業では、現代において他
者との関係のとり方や共同性のあり方が焦点化される一
連の主題を手掛かりに、社会的な「繋がり」の現在を検
討する。

(社会開設)
2017年度より2年おき
開講。
【受入上限数120名】

学校の生い立ち、社会とのかかわり、学校を支える仕組 (教育開設) 人間学群
みなどに視点を当てて、今日学校が抱える諸問題を整理 学生の受講は認めな
し、そのいくつかについて検討する。
い。講義の一部にディ
スカッションを取り入
藤井 穂高,唐木
2C404
れるため、受入れ上限
清志
数を80名とする。
【受入上限数80名】

3A403 生稲 史彦

1

1.0

1・2

春AB

月1

ユニオ
ン講義 長谷川 秀彦
室

1

1.0

1・2

春AB

月2

1C210 臼山 利信

企業が製品やサービスを「創って、造って、売る」ため (社工開設)
に実施している施策、マーケティングを理解するための 【受入上限数120名】
知識を教授する。学生、社会人として、企業行動を理解
できるようになることを目指す。前半でマーケティング
の概要を説明し、後半は新しい事例を交えながらマーケ
ティング工学の基礎を説明する。
ニュートンが「私は巨人の肩に乗って仕事をした」と
(知識開設)
言ったように、大発見や科学の進歩は、それまでに蓄積 【受入上限数150名】
された膨大な知識の上に築かれる。新しい科学的知識
は、まず学術雑誌等に論文として発表される。この意味
で、学術論文は科学の発展を支える知的財産であり、研
究者は価値のある論文を人よりも早く出すことにしのぎ
を削る。本科目では、研究者が論文を発表し、それが利
用され、社会に認定・評価される仕組みについて学ぶ。

高校までに学んだ日本語と英語を異なる視点から再発見 (人文開設)
する体験を通じ,「語学」と「言語学」の違いを理解す 【受入上限数120名】
るとともに高校までの学習と大学における研究の違いを
自覚する。

※教室は、受講調整の結果等により変更の可能性があります。
変更のあった教室は掲示により周知しますので、必ず各支援室掲示板を確認してください。
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整理番号 科目番号

Ⅱ-68 1B02221

科目名

アジアの宗教・民族・
社会

Ⅱ-69 1B03011 日本とは何かI

Ⅱ-70 1B04071

政治学入門:時事・政
治・政治学

Ⅱ-71 1B05061 国際学を学ぶI

Ⅱ-72 1B17031 経営の科学I

Ⅱ-73 1B17041 経済学入門II

Ⅱ-74 1B20021

文学と映像作品の中の
図書館

Ⅱ-75 1B21201 こころの構造と病理

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1.0

1・2

春AB

曜時限

月2

教室

担当教員

2B411 山澤 学

1

1.0

1・2

春AB

月2

2C404 松崎 寛

1

1.0

1・2

春AB

月2

1C310 明石 純一

1

1

1.0

1.0

1・2

1・2

春AB

春AB

月2

月2

3A301 奥島 真一郎

1H201 生稲 史彦

ターンブル ス
テイーヴェン

1

1.0

1・2

春AB

月2

3A204

1

1.0

1・2

春AB

月2

ユニオ
ン講義 溝上 智惠子
室

1

1.0

1・2

春AB

月2

2H201 斎藤 環

嵯峨 寿,真田
久

Ⅱ-76 1B24071 オリンピック

1

1.0

1・2

春AB

月2

5C216

Ⅱ-77 1B25011 デザインと暮らし

1

1.0

1・2

春AB

月2

5C407 野中 勝利

授業概要

日本の国際化や多文化共生社会に対して,我々はどのよ
うに向き合うべきなのか。海外および国内における日本
語教育,世界の言語の一つとして日本語を捉えた研究,外
国人との日本語コミュニケーションなどを通して,現代
日本および日本語の有り様を考える。

Ⅱ-79 1B03511 日本の生活文化

1

1

1.0

1.0

1・2

1・2

春AB

春AB

月2

火2

世界規模で国際社会が変化し、環境問題や人口問題が進
行する中、国際社会で生じる諸現象について理解するこ
とが求められている。本講義では、グローバルな対応が
求められる国際社会の諸課題に対して、人文・社会科学
や情報・環境学における様々な視点や方法からアプロー
チしつつ、今後の国際社会の在り方について理解と考察
を深めることを目的とする。この「国際学を学ぶI」で
は、特に、国際政治・国際法、経済学の視角から論じ
る。総合的な理解を得るために、文化・社会開発、情
報・環境学の視点から論じる「国際学を学ぶII」とあわ
せて履修することが望ましい。

現代社会では携帯電話から進化した「スマートホン」と (社工開設)
いう万能の携帯端末を持って各種ソシャールネットワー 【受入上限数120名】
ク(SNS)に参加することが普通になった。SNSは人間関係
にどんな影響を与えるか?情報ネットワークはどんな仕
組みであるか?ソシャールネットワークと交通ネット
ワークと電信ネットワークなど各種ネットワークの共通
点と特徴を明らかにし、社会での役割と効果を考察す
る。
文学作品や映像メディアに表現された図書館像を通じ
(知識開設) 知識情
て、図書館の歴史や現代社会における図書館・図書館員 報・図書館学類学生の
の役割について紹介する。
受講は認めない。
【受入上限数120名】
心の病から精神の構造を解き明かす精神病理学と精神分 (医学開設)
析、および天才の創造の秘密を探る病跡学に関する講
【受入上限数350名】
義。
1896年に始まった近代オリンピアードは、2020年東京大 (体育開設)
会で32回を数える。近代オリンピックの歴史において語 【受入上限数150名】
り継がれるに値する素晴らしい大会にしたいというのは
多くの日本人に共通する願望だろうが、そのために私た
ちには何ができるだろうか? まずは、オリンピックにつ
いてその本質を知るところから始めるとしよう。

デザインに何が出来るのか? 身近な暮らしや地域社会と (芸術開設) 芸術専門
の関わりから、デザインの可能性、展開、課題を講述す 学群学生の受講は認め
る。
ない。
【受入上限数120名】
(日日開設)履修は,留
学生および外国滞在期
間5年以上の帰国生徒
に限る。平成27年度以
前に(7200111)の単位
を既に取得している学
生は履修不可。
【受講制限数40名】

ジェンダーや少数民族の視点から、日本の社会と文化を (日日開設)外国人留学
考察・討論する。
生及び帰国生徒に限
る。平成27年度以前に
(7200151)の単位を既
に取得している学生は
履修不可。
【受入上限数20名】

※教室は、受講調整の結果等により変更の可能性があります。
変更のあった教室は掲示により周知しますので、必ず各支援室掲示板を確認してください。
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*国際総合学類生の受
講は認めない。
(国際開設)【受入上限
数120名】

ファイナンス(金融工学の基礎となる,金融とファイナン (社工開設)
スの学問的「常識」を,いくつかの具体的トピックに触 【受入上限数120名】
れつつ,出来るだけ日常的な感覚として捉えられるよう
に努めながら説明する。) 会計学(会計学の導入部分で
ある簿記と,簿記で作成される貸借対照表・損益計算書
の読み方・分析方法を解説する。)

2G205 朴 宣美

2G407 朴 宣美

(日日開設) 日本語・
日本文化学類学生の履
修を認めない。
【受入上限数120名】

新聞、テレビ、論壇等で話題になっている政治、行政、 (社会開設)
国際関係などに関する問題を取りあげ、政治学の観点か 【受入上限数120名】
ら、理論的・実証的に分析する。

日本の歴史について,各時代の重要なトピックを取り上
げ,学修する。

Ⅱ-78 1B26511 日本の歴史

備考

日本の現代社会における諸問題をとらえるとき,アジア (比文開設)
の諸地域との関係を等閑視することはできない。アジア 西暦奇数年度開講。
の諸地域における歴史および文化は,それらが互いに交 【受入上限数120名】
流するなかで,それぞれの個性を育みながら醸成されて
きた。本講義では,「宗教」「民族」「社会」の3つを
キーワードとして個別具体的な事例を取り上げながら,
それらの基礎的知識を修得しつつ,日本,そしてアジアの
諸地域の歴史および文化の特徴を考えていく。

整理番号 科目番号

科目名

Ⅱ-80 1B25511 日本の芸術とその鑑賞

Ⅱ-81 1B01041

Ⅱ-82 1B01051

Ⅱ-83 1B02211

「知ること」とは何か
II

民族の世界II―民族の
世界史2―

古典から考える-欧米
Humanitiesの愉しみ-

身体と感覚の美学・芸
Ⅱ-84 1B02251
術学

Ⅱ-85 1B04051 経済学への誘い

Ⅱ-86 1B17091 経営の科学III

スポーツ技術を人文社
Ⅱ-87 1B24051
会科学から考える

Ⅱ-88 1B26521 日本の社会

Ⅱ-89 1B01061 言語の万華鏡II

Ⅱ-90 1B01101

Ⅱ-91 1B02201

西アジア文明学への招
待

古典に学ぼう-日本・中
国編-

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

春AB

秋AB

秋AB

秋AB

秋AB

秋AB

秋AB

秋AB

秋AB

秋AB

秋AB

秋AB

曜時限

火5

月1

月1

月1

月1

月1

月1

教室

担当教員

5C411 上北 恭史

1D201 桑原 直巳

1D204 村上 宏昭

1H101 秋山 学

2C404 対馬 美千子

3A202 箕輪 真理

3A403 生稲 史彦

授業概要

学問とは、何かを知る営みである。しかし、「知るこ
(人文開設)
と」とはいったい何かと問われると、われわれは案外そ 【受入上限数120名】
れを「知らない」のではないか。人が物事を知るという
ことの意味や構造、その限界などについて、主に哲学の
立場から考察し、伝統的な思想や宗教のなかで紡ぎださ
れてきた「知」に対する思索や、他の人文諸科学や認知
科学の提示する「知」へのアプローチなどを紹介しつ
つ、「知ること」について問い直してみたい。

本科目では,世界史上の様々な時代と地域における民族 (人文開設)
(nation)・民族集団(ethnic group)をめぐる諸相を学ぶ 西暦奇数年度開講。
ことで,民族・民族集団とは何か,また人類は民族,民族 【受入上限数120名】
集団をめぐり,どのような問題に直面してきたのかにつ
いて理解を深める。民族の世界史2では,主に東アジアの
民族・民族集団について考察する。
欧米文化は,ヘレニズムとヘブライズムを核に,今日まで (比文開設)
展開を見てきた。この講義では,まずそれら古典文化の 西暦奇数年度開講。
基礎的知識を身につけるとともに,近世初期のルネサン 【受入上限数120名】
スから近現代にかけての古典文化の展開を辿り,豊かな
教養の礎とする。
身体が内側から外部に「触れる」ことからアートが生ま (比文開設)
れるという視点から,具体的な芸術作品や現代アートに 西暦奇数年度開講。
おける身体の意義,文学・演劇との関係,感覚や情動の意 【受講制限数120名】
義や精神との深い関係,それらの思想史的意義などにつ
き,例を挙げながらわかりやすく説明する。
社会科学の中で唯一ノーベル賞の対象となるまでに発展 (社会開設)
してきた経済学について,できるだけやさしく解説す
【受入上限数120名】
る。理論,歴史,思想などの多角的な入り口から高度に専
門的な経済学へと入門するための道しるべやヒントを提
供する。
生産管理(生産管理基礎,環境問題と現代生産美学)・人
間・社会とIT(今後の要所であるITの進化に起因する企
業経営や人間・社会のあり様の変貌と未来の展望)を説
き,重要な問題点を認識し,社会の豊かさの考察を深め
る。

5C216 真田 久

月1

政策的課題の学習を通じて、理解を深める。
木下 太志,朱
藝,白川 直樹,
1C405
柏木 健一,中村
逸郎,亀山 啓輔

月2

月2

(社工開設)
【受入上限数120名】

スポーツの技術について,技術とは何か,ドーピングと倫 (体育開設)
理,スポーツとルール,スポーツの文化史,スポーツの学 【受入上限数120名】
び方・教え方,スポーツと心理,日本人の技術観など,人
文社会学的側面からアプローチする。

月1

月2

備考

日本の歴史的な生活様式、宗教、都市にかかわる芸術を (芸術開設)
通して、日本の芸術の特色を解説する。
外国人留学生及び帰国
生徒に限る。【受入上
限数20名】

日本の社会や政治の仕組み、その特徴について、様々な (国際開設)外国人留学
生及び帰国生徒に限
る。
【受入上限数120名】

1C210 臼山 利信

1H101 常木 晃

3A209 吉森 佳奈子

世界規模で画一化が進む現代において言語文化の多様性 (人文開設)
を意識する意味はかつてないほど大きい。さまざまな言 【受入上限数120名】
語文化を歴史的・社会的な視点から考察することによ
り,異文化を尊重し,相違を認め合う視点を涵養する。

現在の西アジア地域は,世界政治や経済の不安定要素と (人文開設)
され,不可解,危険などというキーワードで語られること 【受入上限数180名】
が多いのですが,イスラーム以前からの長大な歴史とい
う視点から見つめ直すと全く異なる世界が広がります。
この古い西アジア世界が達成した様々な伝統をここでは
西アジア文明と呼んでいますが,そこではぐくまれた
様々な革新的技術や新たな精神生活は,数千年後の私た
ちの生活する現代社会にまで大きな影響を与えていま
す。この授業では,現代の人間社会の基層を創りだした
西アジア文明について,歴史学や考古学,言語学,環境科
学といった様々な分野の専門家が読み解いていきます。

中国の漢詩と小説,日本の奈良時代から江戸時代におけ (比文開設)
る文学は,人類に普遍的な「古典」の地位を獲得し,人々 西暦奇数年度開講。
に不可欠な糧を与えてきた。「古典」として親しまれて 【受入上限数120名】
きた名作を味読・分析しながら,文学史・文化史の問題
に迫る。併せて,広く一般的教養を身につけることを目
指す。

※教室は、受講調整の結果等により変更の可能性があります。
変更のあった教室は掲示により周知しますので、必ず各支援室掲示板を確認してください。
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整理番号 科目番号

科目名

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

曜時限

教室

担当教員

Ⅱ-92 1B03021 日本とは何かII

1

1.0

1・2

秋AB

月2

3A202 松崎 寛

Ⅱ-93 1B04101 法学入門

1

1.0

1・2

秋AB

月2

1H201 辻 雄一郎

Ⅱ-94 1B05051 国際学を学ぶII

Ⅱ-95 1B17011 経済学入門I

1

1

1.0

1.0

1・2

1・2

秋AB

秋AB

月2

月2

3A304 奥島 真一郎

2H201

栗野 盛光,澤
亮治

嵯峨 寿,山田
幸雄

Ⅱ-96 1B24191 スポーツと文化

1

1.0

1・2

秋AB

月2

5C506

Ⅱ-97 1B25031 デザインと社会

1

1.0

1・2

秋AB

月2

5C216 五十嵐 浩也

Ⅱ-98 1B26101

Ⅱ-99 1B03523

ダイバーシティスタ
ディーズ入門

日本の地域社会見学実
習

そうだ,哲学者に聞いて
Ⅱ-100 1B02191 みよう!-現代思想の最
前線-

Ⅱ-101 1B04111

社会の表象―社会学
データ入門―

Ⅱ-102 1B06021 学校を考えるII

1

3

1

1

1.0

1.0

1.0

1.0

1・2

1・2

1・2

1・2

秋AB

秋ABC

秋C

秋C

月2

月1,2

1

1.0

1・2

秋C

月1,2

3

1.0

1・2

通年

集中

備考
(日日開設) 日本語・
日本文化学類学生の履
修を認めない。
【受入上限数120名】

日常生活とかかわる様々な法について概観し、法的なも (社会開設)
のの見方を得ることができるようにする。講義のレベル 【受入上限数200名】
は法学検定(毎年11月実施される法学の資格試験)のスタ
ンダードのレベルである。
世界規模で国際社会が変化し、環境問題や人口問題が進
行する中、国際社会で生じる諸現象について理解するこ
とが求められている。本講義では、グローバルな対応が
求められる国際社会の諸課題に対して、人文・社会科学
や情報・環境学における様々な視点や方法からアプロー
チしつつ、今後の国際社会の在り方について理解と考察
を深めることを目的とする。この「国際学を学ぶII」で
は、特に、文化・社会開発、情報・環境学の視角から論
じる。総合的な理解を得るために、国際政治・国際法、
経済学の視点から論じる「国際学を学ぶI」とあわせて
履修することが望ましい。

私達は日々の生活の中で必要な物やサービスを消費、あ (社工開設)
るいは提供している。私達の社会で誰が何をどれだけ物 【受入上限数120名】
やサービスを消費・提供するかという問題は、市場に
よって行われる。本講義では、市場の働きを理解し、多
くの実例に触れ理解を深める。
アメリカで誕生した野球やバスケ、バレーなどのスポー (体育開設)
ツのルールや構造などの特徴は何か、また、テニスやゴ 【受入上限数120名】
ルフといった他国から伝播したスポーツの運営や実践、
観戦などに見られるアメリカ的な特徴などに触れ、日本
発祥のスポーツや日本におけるスポーツ文化との相違に
ついて考える。
デザインに何が出来るのか? 社会との関わりについてデ (芸術開設) 芸術専門
ザインの可能性を探る。プロダクト、情報デザインの視 学群学生の受講は認め
点から授業を行う。
ない。
【受入上限数120名】
(ダイバーシティ・ア
クセシビリティ・キャ
リアセンター ダイ
バーシティ部門, 教養
教育機構企画)
【受入上限数80名】

本科目では、日本の地域社会を理解するうえで基本とな
るマチ(城下町・門前町など)とムラ(農村部)について、
実地見学により考察を行う。つくば市内や東京都内とそ
小口 千明,加藤 の近郊において実施する実地見学と教室での学習を通じ
晴美,髙橋 珠州 て、日本の地域社会における歴史的・文化的な景観やそ
彦
こに展開する生活文化の特色について学ぶ。

(日日開設)外国人留学
生及び帰国生徒に限
る。目的地・日程・費
用等はCEGLOCと日日学
類に掲示。人数制限あ
り。
【受入上限数30名】

恋ってなに?友達ってなに?「正しい」ってなに?文系と (比文開設)
理系って違うの?どうして戦争ってあるの?いつも他人の 西暦奇数年度開講。
顔色を見ちゃう私。自分が嫌いな私。私ってなに?就
【受講制限数120名】
井川 義次,五十 活ってなに?幸せって何なの??...アンケートで集めたみ
嵐 沙千子,嚴
んなの疑問に哲学者が全力で答えます。まずはあなたの
2H201
錫仁,橋本 康
声を聞かせてください。そしてみんなの疑問を聞いてみ
ましょう。そこからきっと哲学の旅が始まるはず!
二,鬼界 彰夫

1D201 奥山 敏雄

2C404

社会学はこれまで多様なデータを取り扱うなかで、多様 (社会開設)
な社会事象を記述し分析してきた。この授業では、近代 【受入上限数120名】
社会・現代社会とその表象に関連するいくつかの主題を
手掛かりに、社会学が取り扱う多様なデータについて、
それらの読解方法を交えつつ紹介する。

学校教育法上の学校における人間育成に注目し、教科・
特別活動等の中でも特に教科教育内容にかかわることに
ついて、授業を中心に今日学校が抱える諸問題を整理
山本 容子,礒田 し、事例的に検討する。

正美

詳細が決定次第、各掲示板にて掲示する。

Ⅱ-103 1B26513

日本の産業・都市見学
実習

*国際総合学類生の受
講は認めない。
(国際開設)【受入上限
数120名】

グローバル化の加速とともに、人種、民族、宗教、言
語、身体的特徴、働き方など、多様な属性を備えた人々
河野 禎之,関根 が入り混じるようになり、社会や組織のダイバーシティ
3A301 久雄,秋保 さや が否応なく高まっています。本科目では、このような現
代社会が抱える諸問題への関心やその解決のための理解
か
度を高めていくことを目指します。

集中

月1,2

授業概要
ひとくちに「日本文化」あるいは「日本文化の特色」と
いっても、その内実は地域ごとに様々である。
この授業では、人々の生活文化の多様性について文化人
類学と地理学の立場から考察し、多様性に富む「日本文
化」への理解を深める。

片岸 一起

※教室は、受講調整の結果等により変更の可能性があります。
変更のあった教室は掲示により周知しますので、必ず各支援室掲示板を確認してください。
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(教育開設) 人間学群
学生の受講は認めな
い。講義の一部にディ
スカッションを取り入
れるため、受入れ上限
数を80名とする。
【受入上限数80名】
(情報開設)外国人留学
生及び帰国生徒に限
る。
交通費は参加者負担。

