（２）総合科目Ⅱ
総合科目II 科目群A 100番台
科目番号

1A09021

1A09031

科目名

生物に学ぶ-多様な生き
物の生存戦略-I

生物に学ぶ-多様な生き
物の生存戦略-II

1A10021 森林

1A10041 草原

1A10111

1A10121

新時代を拓く研究の最
前線I

新時代を拓く研究の最
前線II

1A11031 ジオパークの世界

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

秋AB

春AB

秋AB

春AB

秋AB

春AB

曜時限

月1

月1

月1

教室

担当教員

授業概要

備考

35億年前に誕生した生命は多種多様な形態と機能を獲得し
ながら進化してきた。本講義では,様々な生き物のありか
たについて,それぞれ独自の生物材料を用いて研究を進め
ている研究者による講義をオムニバス形式で展開する。と
2H201 古久保-徳永 克男 りわけ,動物や植物の体の構造と機能に関して,発生生物学
や生理学等の視点から最近の知見を紹介する。

(生物開設) 平成20年
度までの「生物に学ぶ
-多様な生き物の生存
戦略-」の単位を修得
した学生の履修は認め
ない。
【受入上限数300名】

35億年前に誕生した生命は多種多様な形態と機能を獲得し
ながら進化してきた。ほ乳類から単細胞生物にいたるま
で,分子・細胞・組織・個体レベルのあらゆる所に巧妙な
仕組みが組み込まれている。多様な生物システムを学ぶこ
とにより,生物界全体に対する理解を深める。特に,生物の
進化や多様性に着目する。

(生物開設) 平成20年
度までの「生物に学ぶ
-多様な生き物の生存
戦略-」の単位を修得
した学生の履修は認め
ない。
【受入上限数300名】

2H201 中山 剛

3A402 津村 義彦

月1

3A402 田村 憲司

月1

山下 祐司,有泉
亨,川田 清和,石
賀 康博,吉岡 洋
2B411
輔,應 蓓文,横井
智之,浅野 敦之,
粉川 美踏

月1

山下 祐司,源川
拓磨,浅井 健彦,
2B411 伊敷 吾郎,王 寧,
石川 香,山田 朋
子,西村 健

月2

久田 健一郎,指田
勝男,丸岡 照幸,
荒川 洋二,小室
1D204
光世,山中 勤,池
田 敦,呉羽 正昭,
黒澤 正紀

森林国日本.私たちはどれだけ森林のことを知っているの (資源開設)
だろう? 世界の森林はいまどのような状況になっているの 【受入上限数200名】
だろう?人々は森林とどのようにつきあっているのだろう?
森林で何が研究されているのだろう? 世界の,そして日本
の森林について多方面から解説する.
草原はいまどのような状況になっているのだろう。人々は (資源開設)
草原とどのようにつきあっているのだろう。草原で何が研 【受入上限数200名】
究されているのだろう。世界のまた日本の草原について多
方面から解説する。草原は,森林,沙漠と3部作の兄弟科目
です。
新時代を拓く研究の最前線IおよびIIでは、筑波大学内で (資源開設)
おこなわれている生命現象、生態系、食料生産技術、資
【受入上限数200名】
源、素粒子物理、減災、自然環境など幅広い分野に関する
最前線の研究内容について、本学若手教員が面白く・わか
りやすく紹介する。春学期開講のIでは、遺伝、進化、生
殖、植生、ウイルス、バクテリア、昆虫、家畜、食料生産
技術をキーワードに展開する。
新時代を拓く研究の最前線IおよびIIでは、筑波大学内で (資源開設)
おこなわれている生命現象、生態系、食料生産技術、資
【受入上限数200名】
源、素粒子物理、減災、自然環境など幅広い分野に関する
最前線の研究内容について、本学若手教員が面白く・わか
りやすく紹介する。秋学期開講のIIでは、光、素粒子、コ
ロイド、地震動制御、DNA、ミトコンドリア、脳神経、iPS
細胞をキーワードに展開する。
構成要素が地球科学的造形物であるジオパークや世界自然
遺産が近年注目されている。これらのジオパークや世界自
然遺産は、地球科学的現象のうち、自然災害などのマイナ
ス面ではなく、自然に触れて自然を楽しむプラス面の表れ
である。本科目ではジオパークの理念からその親しみ方ま
でを地球科学的に解説する。

(地球開設) 地球学類
生および地球進化学
A・B、地球環境学A・
B、自然環境論履修者
の受講は認めない。
【受入上限数 150
名】

科学技術が高度になり、高度情報社会となった今日におい
ても、人類の自然災害との戦いに終わりはない。特に、日
本列島は、地震・火山・津波・極端気象・水・土砂に関わ
る多様な自然災害を受けやすい条件下にある。これらの自
然災害の発生メカニズムと予測・対策について、地球科学
の立場から考える。

(地球開設) 地球学類
生および地球環境学
A・B、地球進化学A・
B、地球学概論II、自
然環境論、Natural
Hazards履修者の受講
は認めない。
【受入上限数 150
名】

1A11041 ジオハザードの科学

1

1.0

1・2

秋AB

月2

松岡 憲知,八木
勇治,池端 慶,藤
1D204 野 滋弘,恩田 裕
一,浅沼 順,山下
亜紀郎,植田 宏昭

1A12011 数学との出会い

1

1.0

1・2

春AB

月2

3A403 坂井 公

日常生活において数学がはたしている役割に光を当てる。 (数学開設)
特に,日々のありふれた事柄の背後にある数学的な考え方 【受入上限数120名】
に光をあてて解説する.

1A12021 数学する楽しみ

1

1.0

1・2

秋AB

月2

3A403 坂井 公

数学の美しさと楽しさを,統計的な考え方,代数的な考え
方,幾何的な考え方,解析的な考え方を通じて解説する。

(数学開設)
【受入上限数120名】

高等学校で物理学を学んでこなかった理工系以外の学生を
主な対象として,物理学の概要を実験などを交えながら講
義する。Iでは,力学,電気・磁気の法則と素粒子から原子,
固体,宇宙に至る多様な物質構造を学ぶ。 なお,学期完結
ではあるが,物理学の基本的分野全般を概観するためには,
「現代人のための科学I」,「初めて学ぶ物理学II」を併せ
て履修することが必要である。

(物理開設)物理学類,
応用理工学類,工学シ
ステム学類の学生は履
修できない。他学類で
も,大学入試で物理を
選択した者,高校で物
理IIまで履修した者
は,開講の対象ではな
い。
【受入上限数120名】

高等学校で物理学を学んでこなかった理工系以外の学生を
主な対象として,物理学の概要を実験などを交えながら講
義する。IIでは振動・波動現象とエレクトロニクス,電波,
光,原子力など現代の生活に欠かせない先端技術に応用さ
れている物理学を中心に学ぶ。 なお,学期完結ではある
が,物理学の基本的分野全般を概観するためには,「現代人
のための科学I」,「初めて学ぶ物理学I」を併せて履修す
ることが必要である。

(物理開設)物理学類,
応用理工学類,工学シ
ステム学類の学生は履
修できない。他学類で
も,大学入試で物理を
選択した者,高校で物
理IIまで履修した者
は,開講の対象ではな
い。
【受入上限数120名】

1A13031

1A13051

初めて学ぶ物理学I:物
質の世界

初めて学ぶ物理学II:現
代社会と物理学

1

1

1.0

1.0

1・2

1・2

秋AB

秋C

月2

月1,2

1C306 橋本 幸男

1C306 橋本 幸男

科目番号

科目名

1A13061 加速器と最先端科学

1A13071 現代物理学への招待A

1A13081 現代物理学への招待B

1A14011 身近にある化学I

1A14021 身近にある化学II

1A14031 放射線の基礎と最先端

1A15101

1A15111

1A15121

未来を拓く材料~物質の
魅力と役割~

新しい技術で地球を救
うI・創エネルギー

身の回りの科学・技術
I:光・電磁波技術

未来を拓く材料~進化す
1A15131 るバイオエンジニアリ
ング

1A15141

新しい技術で地球を救
うII・省エネルギー

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

1.0

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

春AB

春AB

秋AB

春AB

秋AB

秋AB

春AB

春AB

春AB

秋AB

秋AB

曜時限

月2

月1

月1

月2

月2

月1

月1

月1

月2

月1

月1

教室

担当教員

3B405 大塩 寛紀

1E203 原 和彦

1E203 原 和彦

3A402 末木 啓介

3A402 末木 啓介

3A202

大塩 寛紀,末木
啓介

3A308 長崎 幸夫

3A410 岩室 憲幸

3A207 長谷 宗明

3A308 長崎 幸夫

3A410 岩室 憲幸

授業概要

備考

最近の『Higgs粒子の発見』に代表されるように、加速器 (化学開設)
科学・技術は素粒子や宇宙の起源に迫る物理学の原動力と 【受入上限数200名】
なっている。他方、物質科学の分野では加速器技術を応用
した様々な実験手法が開発され、それらを用いた半導体デ
バイスやグリーンデバイス(二次電池、太陽電池、等)の開
発研究がなされている。本科目では、主に理工学群の新入
生を対象に、加速器のしくみやそれを用いた最先端研究の
概要を平易に講義する。
現代物理学は、相対性理論と量子力学を理論的基礎とし
て、ミクロの極限の素粒子からマクロの極限の宇宙まで、
さまざまな自然現象を対象としている。そこでは、我々の
日常とは違った「不思議の国」が基本法則を構成してい
る。「現代物理学への招待A」では、我々の身の回りにあ
る物質を原子と電子の集団として見るとどのように見える
のか、その量子系としての特異な振る舞いと性質、及びプ
ラズマの最先端研究を解説する。

(物理開設)「現代物理
学への招待I、II、
III」の単位を修得し
た学生の履修は認めな
い。
【受入上限数120名】

現代物理学は、相対性理論と量子力学を理論的基礎とし
て、ミクロの極限の素粒子からマクロの極限の宇宙まで、
さまざまな自然現象を対象としている。そこでは、我々の
日常とは違った「不思議の国」が基本法則を構成してい
る。「現代物理学への招待B」では、まず、原子核、ク
オークグルーオンプラズマの最先端研究を紹介し、次にミ
クロの極限である素粒子とマクロの極限である宇宙の様相
がどこまで解明されているかを紹介する。

(物理開設)「現代物理
学への招待I、II、
III」の単位を修得し
た学生の履修は認めな
い。
【受入上限数120名】

身近にある多種多様な物質の性質や機能,日常体験する
(化学開設)【受入上限
様々な自然現象の仕組みなどを化学的視点で捉えて解釈
数120名】
し,化学的物質観,自然観の基礎を学ぶ。人間の暮らしを豊
かにするために役立つ化学物質,化学現象などの基礎知識
を見につけることにより,化学と社会との関わりについて
の理解を深める。
食品の化学成分や機能性食品,植物病害,身近にある化学物 (化学開設)
質が合成される仕組みを化学的視点で捉えて解釈し,化学 【受入上限数120名】
的物質観,自然観の基礎を学ぶ。人間の暮らしを豊かにす
るために役立つ化学物質,化学現象などの基礎知識を身に
つけることにより,化学と社会との関わりについての理解
を深める。
原子の世界から宇宙まで、生命から医学まで、放射線を用 (化学開設)
いた学問に触れる。
【受入上限数120名】
「放射性同位元素・放射線は何か?」について、その基礎
を学ぶ。さらに各分野の第一線の研究者により、放射線を
もちいた基礎科学と先端応用について、化学、物理、工
学、生物、医学の広い分野にわたってわかりやすく解説す
る。
物質の発見と開発はノーベル賞の受賞対象になるなど、人
類の社会・生活環境の変革と発展に深くかかわってきた。
物質がどのような機能を持ち、どのような仕組みで現代社
会を支えているかを触媒、有機、無機、高分子の観点から
解説する。物質科学・物質工学の基礎を学び、その応用技
術・先端研究をテーマごとの視点から理解し、教養として
の工学を身につける。

(応理開設)応用理工学
類学生の受講は認めな
い。 【受入上限数120
名】

再生可能エネルギーの電気エネルギーへの変換や省エネ社
会の実現のため、グリーンエレクトロニクスに関心が集
まっている。電気は生活に欠かせないエネルギー源であ
り、再生可能エネルギーは、今後、益々重要になると考え
られる。講義では、発電所から一般家庭への電力輸送の現
状、太陽光や風力等の再生可能エネルギーの電力変換の動
作原理から、現状と今後の展望など、燃料電池等を含め
て、21世紀の創エネルギーについて全体像を俯瞰する。

(応理開設)応用理工学
類学生の受講は認めな
い。 【受入上限数120
名】

高校で高度な数学や物理・化学を学んでこなかった学生で
も,現代社会において社会人として十分なキャリアを積み,
また生活者として豊かな人生を送るためには,科学・技術
に関する体系的な知識・理解が求められる。この授業で
は,光を含む電磁波の身近な応用について,その原理から体
系的に説明する。

(応理開設)応用理工学
類学生の受講は認めな
い。 【受入上限数120
名】

生体機能およびそのマテリアルやシステムとの相互作用を
理解・解明し、その基礎学問に基づいた相互作用を自在に
制御することで、マテリアルあるいはシステムは人間や環
境にとってより有益で優しいものになり、革新的な工業技
術が生まれることが期待される。この科目では、基本的な
考え方を学び、各テーマの視点からバイオに関わる応用技
術・先端研究の概要を理解し、教養としての工学を身につ
ける。

(応理開設)応用理工学
類学生の受講は認めな
い。 【受入上限数120
名】

電子工学は情報処理、情報 通信に革命を起こしてきた
が、21世紀においてはエネルギー分野での革命が期待され
ている。本科目では、省エネルギー技術に着目し、新しい
半導体材料、磁性材料のデバイス・システムへの展開で省
エネルギーに貢献しつつある状況と今後の展望について系
統的に学ぶ。 半導体物性および半導体 デバイスの基礎を
学んだ後、白色LEDの原理と開発状況を概観し蛍光灯照明
と のエネルギー効率を比較議論する。また、電力エネル
ギーの効果的な利用として、自動車用モーターに例を取り
半導体素子や磁性材料を用いた電力の利用を、説明する。
また他の省エネルギーへの活用を説明する。

(応理開設)応用理工学
類学生の受講は認めな
い。 【受入上限数120
名】

科目番号

1A15151

1A15161

1A16011

1A16031

1A16071

科目名

身の回りの科学・技術
II:医療工学

未来を拓く材料~これが
開発の最先端

知的なシステムをつく
るI

生活を支える工学シス
テム

生活に潤いを与える工
学システム

巨大地震による複合災
1A16081 害-発生メカニズム・被
害・都市や地域の復興

1A16101

わかりやすい生活密着
工学技術

1A16131 近未来工学技術

1A18011

1A18021

1A18031

1A18041

ネットワーク社会を支
える情報技術入門I

マルチメディアの舞台
裏I

ネットワーク社会を支
える情報技術入門II

マルチメディアの舞台
裏II

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

秋AB

秋C

春AB

春AB

秋AB

春AB

春AB

春AB

春AB

春AB

秋AB

秋AB

曜時限

月2

月1,2

月1

月2

月2

月2

月1

月1

月1

月2

月1

月2

教室

担当教員

3A207 長谷 宗明

3A308 金 熙榮

3A403 伊達 央

3A308 田中 文英

3A308 田中 文英

3B402 庄司 学

3A202 羽田野 祐子

3A207

鈴木 健嗣,松島
亘志

3A306 朴 泰祐

3A203 古川 宏

3A306 朴 泰祐

3A203 古川 宏

授業概要

備考

高校で高度な数学や物理・化学を学んでこなかった学生で
も,現代社会において社会人として十分なキャリアを積み,
また生活者として豊かな人生を送るためには,科学・技術
に関する体系的な知識・理解が求められる。この授業で
は,物理的手法による各種の医療診断・治療法について,そ
の原理から体系的に説明する。

(応理開設)応用理工学
類学生の受講は認めな
い。 【受入上限数120
名】

高校で高度な数学や物理・化学を学んでこなかった学生で
も,現代の社会人として十分なキャリアを積み,また生活者
として豊かな人生を送るためには,科学・技術に関する体
系的な知識・理解が求められる。本科目では、特に最先端
の素材に焦点を当て、超伝導、半導体、光材料、非晶質合
金、形状記憶合金、鉄と鋼、ファインセラミックス、およ
び材料計算を題材として、材料開発について系統的に講義
する。

(応理開設)応用理工学
類学生の受講は認めな
い。 【受入上限数120
名】

近年,身の回りの様々な機器の知能化が進められているが,
まだまだ「賢い」とは言い難い面も多い。本講義では,人
間により使いやすく役立つ知的システムを実現するための
基礎的技術と,それを人支援,コミュニケーション支援,映
像加工提示などに応用した例についてわかりやすく解説す
る。

(工シス開設)工学シス
テム学類学生の受講は
認めない。
G科目
【受入上限数120名】

複数の工学的技術を要素として目的を達成する様に構成さ (工シス開設)
れた工学システムは,人々の生活を支えている。本講義で G科目
は,横断的に工学分野を眺め,制御,計測,通信,ロボット,
【受入上限数120名】
サービス支援などの機械と計算機を用いて,いかに人間生
活を支えているかについて,実例を通してその基本的考え
方を紹介する。
工学におけるさまざまな技術を総合した工学システムの開 (工シス開設)
発は歴史的にも人々に楽しみを与えてきた。人に楽しみを G科目
与える機械やコンピュータについて,今起こっているエン 【受入上限数120名】
タテイメントやバーチャルリアリティ技術の流れを説明
し,人々に楽しみと潤いを与えることを目的とした新しい
技術を考察する。
本講では,2011年に発生した東日本大震災のような巨大地 (工シス開設)
震による複合災害に係わる様々な側面を俯瞰的に解説す
G科目
る。1)巨大地震と津波の特性,2)それらを踏まえた強震動, 【受入上限数120名】
津波の伝播・浸水,斜面崩壊,液状化の発生メカニズム,3)
建築物やライフライン等の社会的基盤施設の被害の特徴
と,耐震補強,免震,制震等の工学的な防災対策,4)塩害や放
射性物質による汚染等の長期災害と環境問題,5)リスクを
回避して起こす人間行動や社会的影響,6)都市や地域の計
画と復興,の合計6つの観点から具体的な事例をわかりやす
く解説する。

工学技術は日々、目覚ましく進展を遂げ、それニュースな (工シス開設)
どで耳にするが、その内容を理解することは容易ではな
G科目
い。本科目では、エネルギーや地震、スポーツ工学など非 【受入上限数120名】
常に幅広い分野に関連した生活に密着した技術について、
それぞれの分野の研究者が、日ごろ理科系の学問に触れて
いない人でもわかるように、やさしく解説する。

安心と安全、快適さと豊かさをあわせ持った持続可能な社 (工シス開設)G科目
会を形成するために工学分野では常に新しい技術の研究・ 【受入上限数120名】
開発が行われている。本科目では、工学システム学類を担
当している教員が行っている研究・開発の内容を中心に、
少し先の未来に実現されるであろう工学技術についてやさ
しく紹介する。
インターネットやモバイルネットワークは,現代社会に不 (情報開設)
可欠なインフラとなっている。本講義では,このような
【受入上限数120名】
ネットワーク社会を支える情報技術について多様な視点か
ら概観し,今後の情報化社会を展望する。Iでは,プロセッ
サの働き,知識や感性の情報処理,符号化・復号化技術,高
性能計算技術,情報セキュリティ基礎技術について講義す
る。
インターネットを介して,情報家電・携帯端末・パソコ
(情報開設)【受入上限
ン・放送が融合している。このマルチメディアシステムを 数120名】
生活において最大限に活用するため,その技術的・社会的
な舞台裏を覗いてみよう。Iでは,マルチメディアの基礎と
取り巻く状況を理解するため,マルチメディアの現状と課
題,基礎となる科学技術に関して概説する。
インターネットやモバイルネットワークは,現代社会に不 (情報開設)
可欠なインフラとなっている。本講義では,このような
【受入上限数120名】
ネットワーク社会を支える情報技術について多様な視点か
ら概観し,今後の情報化社会を展望する。IIでは,コン
ピュータの歴史と動作原理,組み込みシステムやリアルタ
イム技術,スーパーコンピュータを利用した計算科学技術,
クラウドコンピューティング,オペレーティングシステム,
集積回路技術について講義する。
インターネットを介して,情報家電・携帯端末・パソコ
(情報開設)
ン・放送が融合している。このマルチメディアシステムを 【受入上限数120名】
生活において最大限に活用するため,その技術的・社会的
な舞台裏を覗いてみよう。IIでは,マルチメディアの具体
的な応用を取り上げ,メディア通信,情報検索,音声・画像
利用などに関して概説する。

科目番号

1A18051

1A19051

1A19061

科目名

ネットワーク社会を支
える情報技術入門III

インタラクティブシス
テム―コンピュータと
の対話から人との対話
まで―

コンテンツを創る,伝え
る,そして使う

ネットワーク時代を安
1A20031
全に過ごす

放射線と生命―人体へ
1A21011 の影響と医療への貢献
―

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1

1

1

1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

秋C

秋AB

秋C

秋AB

春AB

曜時限

月1,2

月2

教室

担当教員

3A306 朴 泰祐

3A409 志築 文太郎

月1,2

3A204 森嶋 厚行

月1

共同利
用棟 阪口 哲男
A101

月1

3A203

坪井 康次,櫻井
英幸

授業概要

備考

インターネットやモバイルネットワークは,現代社会に不 (情報開設)
可欠なインフラとなっている。本講義では,このような
【受入上限数120名】
ネットワーク社会を支える情報技術について多様な視点か
ら概観し,今後の情報化社会を展望する。IIIでは,音声伝
送方式,データベース技術,高臨場感3次元映像技術,イン
ターネット通信,これからのネットワーク通信について講
義する。
近年は人とのやり取りができるコンピュータシステムが当
然と思われているが、これはそう古いことではない。本科
目では、コンピュータシステムの様々な側面における対話
性について、それぞれの専門分野の教員により説明する。
本科目を受講することにより、なぜコンピュータシステム
が現在多くの人に使えるようになっているのかがわかり、
今後のコンピュータシステムはどのようになっていくのか
を考えることができることを目指す。

(創成開設)情報メディ
ア創成学類学生の受講
は認めない。
G科目
【受入上限数120名】

現代の私たちの生活は、インターネットをはじめとする
様々なメディアを介して提供される様々な「コンテンツ」
に支えられている。本講義では、コンテンツを「創る」
「伝える」「使う」という異なる視点から見ることによ
り、私たちが普段使うコンテンツに関し、それを制作する
過程ではどのようなことが行われるのか、ネット上でのコ
ンテンツへのアクセスや流通を支えるメタデータとは、人
の知とコンピュータの力を組み合わせてできる新しい情報
環境とは、人はどのようにコンテンツを認知するのかにつ
いて総合的に学ぶ。

(創成開設)創成学類学
生の受講は認めない
G科目
【受入上限数120名】

ネットワークの利用が一般化するなかで, フィッシングや (知識開設)
ワンクリック詐欺, ファイル交換ソフトによる著作権の侵 【受入上限数120名】
害などの問題が起こっている. 本科目ではネットワークを
利用して生活をする上で知っておくべき安全・安心のため
の常識を学ぶ.
1895年にレントゲンがエックス線を発見して以来、放射線 (医学開設)
が引き起こす物理的および生物学的現象について様々な研 【受入上限数300名】
究が行われてきた。同時に、放射線を利用することで医学
は急速に進歩し、今や医療に放射線は不可欠な存在であ
る。本科目では、「放射線とは何か」から出発し、まずそ
の物理的な特質や相互作用とともに、生物学的効果につき
解説する。さらに、福島原発事故以来注目を集めている生
活環境での人体への放射線の影響について述べる。後半で
は、様々な放射線をどのように作り出して利用しているの
かを述べ、近年目覚ましい発展を遂げている放射線診断や
がん放射線治療において、放射線はどのように利用され医
療に貢献しているのかを解説する。

高齢化社会を迎えてアルツハイマー病やパーキンソン病な (医学開設)
どの神経変性疾患は益々増加しつつある。本講義では日常 【受入上限数120名】
生活の中で見られる頻度の高い神経筋疾患について概説す
るとともに,神経症候が如何にして生じてくるかに関して
平易に説明する。

日常生活の中で見られ
1A21021
る神経筋疾患

1

1.0

1・2

秋AB

月2

5C317 玉岡 晃

1A21031 臨床感覚器学

1

1.0

1・2

春AB

月2

1D201 和田 哲郎

種々の特殊感覚(聴覚・平衡覚・嗅覚・味覚など)にスポッ (医学開設)
トを当て,それぞれの感覚をどのようにして感じているの 【受入上限数150名】
かを学ぶ。感覚器の構造・機能を理解し,それらが失われ
たときの状態について理解を深める。

5C416 和田 哲郎

頭頸部には感覚器のほとんどが集中しており,頭頸部疾患 (医学開設)
の治療は原因疾患に対する治療の他,感覚器機能、発声・ 【受入上限数120名】
嚥下機能の温存が求められる。中耳炎,癌,アレルギー疾患
等につき概説する。

1A21061 頭頸部疾患入門

1

1.0

1・2

秋AB

月2

1A21131 形成外科学入門

1

1.0

1・2

春AB

月1

1H201 関堂 充

1A21151 神経回路研究の最前線

1

1.0

1・2

秋AB

月1

1C310 桝 正幸

脳・神経外科における
1A21161 最先端診断・治療と学
際的共同研究活動

1A21171

科学的根拠にもとづい
た最新の健康教育

1A21211 顎口腔外科学

スポーツ技術を自然科
1A24101
学から考える

1

1

1

1

1.0

1.0

1.0

1.0

1・2

1・2

春AB

秋C

月1

月1,2

3A301 松丸 祐司

3A202 佐藤 豊実

私たちの脳活動の基礎となる神経回路がどのように作ら
(医学開設)
れ、どのように働くのかを、新しい研究成果も含めて概説 【受入上限数120名】
する。
「脳・神経系」という特殊な臓器における最新の診断・治 (医学開設)
療技術について概説する。
【受入上限数120名】
また、工学、薬学、生物、看護、理学療法などの様々な分
野との共同研究について
紹介し、応用科学である医療と各研究分野の連携の重要性
について述べる。
健康で有意義な学生生活を送るうえで役立つ、科学的根拠 (医学開設)医学類学生
に基づいた正しい健康教育を行う。学生時代に遭遇する危 の履修を認めない。
険性が高いcommon diseaseの正しい知識とその予防、救急 【受入上限数120名】
処置に役立つ知識や社会的関心の高い疾患を専門家が概説
し、自ら積極的に生涯健康増進に取り組む姿勢や習慣を身
に着けさせる。
顎口腔外科学は、医学と歯学医学の接点である。医学と歯 (医学開設)
学の歴史や顎口腔系の特殊性を学び、顎口腔腫瘍(口腔が 2018年度開講せず。
んや良性腫瘍)、顎口腔の炎症、外傷、奇型(唇顎口蓋
【受入上限数120名】
裂)、顎変形症、襄胞など顎口腔疾患の臨床症例を供覧し
講義を行う。

1・2

1・2

形成外科とは体表の異常、変形、機能を扱う外科である。 (医学開設)
再建外科・美容外科もその一分野である。人間にとって外 【受入上限数200名】
観の変形は重要な問題であり、精神状況、社会生活にも大
きな影響を及ぼす。当講座では先天異常、外傷、手術など
による変形、欠損、美容的な修正などにつき臨床例ととも
に講義する。

春AB

月1

5C216 真田 久

ヒトのからだの構造とスポーツの技術,バイオメカニクス, (体育開設)
生理学,からだの老化などからスポーツ技術を論じるとと 【受入上限数120名】
もに,スポーツと体力,スポーツと栄養,スポーツ障害など
について考える。

科目番号

科目名

1A26011 安全衛生と化学物質

1A26021 現代人のための科学I

1A26041 現代人のための科学II

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1

1

1.0

1.0

1.0

1・2

1・2

1・2

春AB

春AB

秋AB

曜時限

月1

月2

月1

1A26081 現代人のための科学III

1

1.0

1・2

秋C

月1,2

1A26511 日本の科学技術

1

1.0

1・2

秋AB

月2

教室

担当教員

1H101 佐藤 智生

1E401 野村 晋太郎

1E303 守橋 健二

2B309 澤村 京一

授業概要

備考

人類は多くの有用な化学製品を作ってきたが、危険で有害 (環境安全管理室企画)
な化学物質でも使う必要があった。現在では化学物質の安 【受入上限数300名】
全な取り扱い方が実践されている。この講義では化学物質
の危険性と有害性を理解してもらい、仕事や日常生活で接
する化学物質を安全に取扱う方法を学ぶ。将来化学物質に
関わる場合に適切に行動できる人材の育成を目指す。

「現代人のための科学I〜III」は自然科学の素養を身につ
け,将来とも自分自身で学び続けて行くための基盤を作
る。現代人にとって必須の項目に的をしぼって物理学,地
球科学,化学,生物学等の異なる分野からの視点で問題をと
らえなおす。Iでは,科学の基礎法則である物理法則,特に
現在人類が直面している世界規模の問題を理解する上で欠
かすことのできない「エネルギー」と「エントロピー」に
ついて学ぶ。また後半では,原子分子のミクロ世界から銀
河・宇宙に至る構造とその進化について考える。クリッ
カーを利用した双方向的な授業を行うとともに,グループ
討論によって理解を深める。なお,学期完結ではあるが、
現代科学全般を概観するためには現代人のための科学
II,IIIを,また物理学の基本的分野全般を概観するために
は初めて学ぶ物理学I,IIを併せて履修することが必要であ
る。

(教養教育機構企画)
定員超過の場合,文系
の学生を優先する。
【受入上限数120名】

「現代人のための科学II」では,「同I」からの流れを受け
継ぎ,まず前半では,太陽系の惑星としての地球について,
その過去からの現在までの変遷と,現在の地球システムを
支えている地圏,大気圏,そして水圏の循環について学んで
いく.後半では,そのような地球上で生じている様々な現象
をミクロな視点からとらえ,オゾン層の破壊,地球温暖化,
エネルギー問題など我々を取巻く科学的問題を解説する.

(教養教育機構企画)
定員超過の場合,文系
の学生を優先する。
【受入上限数120名】

「現代人のための科学I,II」に引き続き,IIIでは「生命と
は何か」を理解するために,前半では生命現象の普遍性に
ついて学ぶとともに,後半では多様性の実体とその背景と
なる理論について学ぶ。毎回討論を行うこともある。

(教養教育機構企画)生
命環境学群生の履修は
認めない。 定員超過
の場合,文系の学生を
優先する。
【受入上限数120名】

日本の科学技術について,工学分野のいくつかの先端的な
トピックスを中心に解説する.

(情報科学類開設)外国
人留学生及び帰国生徒
に限る.【受入上限数
30名】

3A209 古川 宏

総合科目II 科目群A 200番台
科目番号

科目名

1A09041 遺伝子がつくる文明I

1A09061 遺伝子がつくる文明III

1A16051

巨大構造を支えるテク
ノロジーと材料開発

1A21221 臨床薬理学入門

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1

1.0

1.0

1・2

1・2

1

1.0

1・2

1

1.0

1・2

春AB

秋AB

秋AB

曜時限

月1

月1

月1

教室

2H101

2H101

担当教員

中田 和人,石川
香

中田 和人,石川
香

3B402 松田 哲也

授業概要

備考

人類は遂に生物の設計図の暗号解読と,その内容を人為的
に改変して人類に都合の良い生物の作製に成功しつつあ
る。現在は過去にはない全く新しい文明開化の前夜かもし
れないが,遺伝子改変は人類の繁栄に寄与すると同時に人
類の存続を危うくする両刃の剣でもある。Iでは,生物の多
様性を主に遺伝子の多様性という視点から捉えることで,
現在急速に伸展しつつある遺伝子改変の基本的な問題を客
観的に判断できるようにする。

(生物開設)平成27年度
までの「遺伝子がつく
る文明II」あるいは平
成24年度までの「遺伝
子がつくる文明」の単
位を修得した学生の履
修は認めない
【受入上限数300名】

人類は遂に生物の設計図の暗号解読と,その内容を人為的
に改変して人類に都合の良い生物の作製に成功しつつあ
る。現在は過去にはない全く新しい文明開化の前夜かもし
れないが,遺伝子改変は人類の繁栄に寄与すると同時に人
類の存続を危うくする両刃の剣でもある。IIIでは,近年急
速に進歩しつつある遺伝子治療や再生医療について,動物
実験から患者さんでの実施例等を中心にわかりやすく解説
する。

(生物開設)平成24年度
までの「遺伝子がつく
る文明」の単位を修得
した学生の履修は認め
ない。
【受入上限数300名】

人類は、プラント、鉄道、航空機、船舶、超高層ビル、橋 (工シス開設)
梁、ダムなどの様々な巨大構造から大きな恩恵を受けてい G科目
る。本講義では、これらの巨大構造の仕組みやそれを支え 【受入上限数120名】
るテクノロジー、巨大構造を形作る材料とその開発の現
状、安全安心を確保するための適切な設計等に関して具体
的に紹介する。
薬は疾患の予防や治癒に欠かせないものである。薬が効く
仕組みを理解して安全に使用するための基本的知識(薬と
生体の相互作用、薬の生体内運命、使用方法など)を概説
する。

(医学開設)医学群生の
受講は認めない。
2018年度開講せず。
【受入上限数120名】

授業概要

備考

総合科目II 科目群B 100番台
科目番号

科目名

1B01011 「知ること」とは何かI

1B01021

民族の世界I―民族の世
界史1―

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1

1.0

1.0

1・2

1・2

春AB

曜時限

月2

教室

担当教員

共同利
用棟 千葉 建
A101

学問とは、何かを知る営みである。しかし、「知ること」 (人文開設)
とはいったい何かと問われると、われわれは案外それを
【受入上限数120名】
「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こ 西暦奇数年度開講。
とで,民族・民族集団とは何か,また人類は民族,民族集団 【受入上限数120名】
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。

科目番号

科目名

1B01031 言語の万華鏡I

1B01041

1B01051

「知ること」とは何か
II

民族の世界II―民族の
世界史2―

1B01061 言語の万華鏡II

1B01101

1B01111

1B01121

西アジア文明学への招
待

民族の世界I―食文化と
民族1―

民族の世界II―食文化
と民族2―

そうだ,哲学者に聞いて
1B02191 みよう!-現代思想の最
前線-

古典に学ぼう-日本・中
1B02201
国編-

1B02211

1B02221

古典から考える-欧米
Humanitiesの愉しみ-

アジアの宗教・民族・
社会

戦争から読み解く-記
1B02231 憶・ジェンダー・テク
ノロジー-

1B02241

現代の文化と芸術-現代
芸術へのアプローチ-

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1

1.0

1.0

1・2

1・2

1

1.0

1・2

1

1.0

1・2

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・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

春AB

秋AB

曜時限

月2

月2

教室

1C210

担当教員

加賀 信広,大矢
俊明

共同利
用棟 千葉 建
A101

授業概要

備考

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す (人文開設)
る体験を通じ,「語学」と「言語学」の違いを理解すると 【受入上限数120名】
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。
学問とは、何かを知る営みである。しかし、「知ること」 (人文開設)
とはいったい何かと問われると、われわれは案外それを
【受入上限数120名】
「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こ 西暦奇数年度開講。
とで,民族・民族集団とは何か,また人類は民族,民族集団 【受入上限数120名】
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。

秋AB

秋AB

春AB

秋AB

月2

月2

月2

月2

1C210

加賀 信広,大矢
俊明

1H101 常木 晃

2B411 内山田 康

2B411 中野 泰

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を (人文開設)
意識する意味はかつてないほど大きい。さまざまな言語文 【受入上限数120名】
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さ (人文開設)
れ,不可解,危険などというキーワードで語られることが多 【受入上限数180名】
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。

民族の世界Iでは,とくに日本列島および東アジアの食文化 (人文開設)
について考察する。私たち人間にとって生の根源である食 西暦偶数年度開講。
とそれにまつわる食文化は,民族によって実に多様で,そこ 【受入上限数120名】
には豊かな世界が形成されている。世界各地の食文化を紹
介しながら,「食」をキーワードに民族性やその背後にあ
る文化にまで迫り,他者や異文化,そして自己を理解するた
めの機会としたい。
民族の世界IIでは,とくに東南アジア~中央・西アジア~
(人文開設)
ヨーロッパの食文化について考察する。私たち人間にとっ 西暦偶数年度開講。
て生の根源である食とそれにまつわる食文化は,民族に
【受入上限数120名】
よって実に多様で,そこには豊かな世界が形成されてい
る。世界各地の食文化を紹介しながら,「食」をキーワー
ドに民族性やその背後にある文化にまで迫り,他者や異文
化,そして自己を理解するための機会としたい。
恋ってなに?友達ってなに?「正しい」ってなに?文系と理 (比文開設)
系って違うの?どうして戦争ってあるの?いつも他人の顔色 西暦奇数年度開講。
を見ちゃう私。自分が嫌いな私。私ってなに?就活ってな 【受講制限数120名】
に?幸せって何なの??...アンケートで集めたみんなの疑問
に哲学者が全力で答えます。まずはあなたの声を聞かせて
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!
中国の漢詩と小説,日本の奈良時代から江戸時代における (比文開設)
文学は,人類に普遍的な「古典」の地位を獲得し,人々に不 西暦奇数年度開講。
可欠な糧を与えてきた。「古典」として親しまれてきた名 【受入上限数120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。
欧米文化は,ヘレニズムとヘブライズムを核に,今日まで展 (比文開設)
開を見てきた。この講義では,まずそれら古典文化の基礎 西暦奇数年度開講。
的知識を身につけるとともに,近世初期のルネサンスから 【受入上限数120名】
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。
日本の現代社会における諸問題をとらえるとき,アジアの (比文開設)
諸地域との関係を等閑視することはできない。アジアの諸 西暦奇数年度開講。
地域における歴史および文化は,それらが互いに交流する 【受入上限数120名】
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。
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界 (比文開設)【受入上限
各地で多くの人々が犠牲を強いられた。総力戦として戦わ 数120名】
れた世界大戦は,前線や銃後の人々にどのような現実を突 西暦奇数年度開講。
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
ジャンル との関係において担当者それぞれの視点から考
察する。具体的には世界と日本のアニメーション映画,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。

(比文開設)
西暦奇数年度開講。
【受入制限数120名】

科目番号

1B02251

1B02261

1B02271

1B02281

科目名

身体と感覚の美学・芸
術学

古典に学ぼう―日本・
アジア編―

現代社会の基盤ができ
たとき―欧米の18~19世
紀文学をとおして考え
る―

異文化との対話―欧米
Humanitiesの愉しみ―

現代の文化と文学―
1B02291 「境界線」を超える文
学―

現代の文化と理論——現
1B02301 代文化を読み解くため
に

1B02311 戦争と文化

1B02321 宗教から見る現代世界

1B03011 日本とは何かI

1B03021 日本とは何かII

1B03511 日本の生活文化

1B03523

日本の地域社会見学実
習

1B04051 経済学への誘い

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

3

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

1.0

曜時限

教室

担当教員

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

授業概要

備考

身体が内側から外部に「触れる」ことからアートが生まれ (比文開設)
るという視点から,具体的な芸術作品や現代アートにおけ 西暦奇数年度開講。
る身体の意義,文学・演劇との関係,感覚や情動の意義や精 【受講制限数120名】
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。

春AB

秋AB

秋AB

春AB

秋C

秋AB

秋C

春AB

秋AB

春AB

秋ABC

秋AB

月2

月2

月1

月1

月1,2

月1

月1,2

月1

月1

火2

集中

月2

1C310 馬場 美佳

2H201 中田 元子

1H101 増尾 弘美

1C210 吉原 ゆかり

1H101 齋藤 一

1D204 海後 宗男

2H201 木村 武史

2B507 鈴木 伸隆

2B507 鈴木 伸隆

2G407 朴 宣美

2G305 加藤 晴美

1H201 仲 重人

東洋においては, 文学, 思想, 歴史などのさまざまな分野 (比文開設)
で, 数多くの典籍がうみだされ, 人類に普遍的な「古典」 西暦偶数年度開講。
の地位を獲得してきた。現在「古典」として広く認識され 【受講制限数120名】
ている典籍を味読・分析しながら, 文化の問題に迫る。併
せて, 広く一般的教養を身につけることを目指す。

現代社会の基盤は, 18~19世紀の欧米で形作られたといっ (比文開設)
ても過言ではないだろう。た とえば, 自然科学, 近代医 西暦偶数年度開講。
学, 心理学, 法律学, 政治学, 社会学, 犯罪学などは, こ 【受講制限数120名】
の時代に誕生している。また, テクノロジーの発展, 知識
の大衆化, 女性の社会進出など, 現代社会の問題と重なる
部分も多い。そこで, この時期のドイツ, イギリス, アメ
リカの文学・文化を通して現代社会を考え直してみよう。

異文化とは, 「異文化」と「自文化」の間に何らかの境界 (比文開設)
線が意識されるとき, 初めてそこに成立するイメージであ 西暦偶数年度開講。
る。私たちは日頃, いったいどんな境界線を引いて, どん 【受講制限数120名】
な「異文化」を作り上げているだろうか? この授業では,
私たちが「異文化」についてどんなイメージを持ち, どん
な接し方をしてきているのか, 翻訳やジャポニズムの歴
史, 日本やヨーロッパ, ロシアなどさまざまな文化圏にお
ける事例, さらには私たちの日常生活の中の異文化などを
とりあげて, 異文化との対話のあり方を検討する。

現代の文学は, 時代, 言語, 地域, メディアといった様々 (比文開設)
な「境界線」を超えた文化現象として生成されている。多 西暦偶数年度開講。
言語地域の最新の文学動向や, 古典文学と映像, マンガ, 【受講制限数120名】
ゲームの関係など, テクストの交錯を広く見渡しながら,
現代の文学と文化について考察する。
現代文化を論じるために必要な基礎的な学際理論(現代思 (比文開設)
想, 文化理論, 社会理論, 精神分析理論, ポストコロニア 西暦偶数年度開講。
ル理論, アメリカ脱構築理論など)を入門的に紹介しなが 【受講制限数120名】
ら, それらを用いて, 現代の文学・芸術・社会などのさま
ざまな文化現象について具体的に考察する。
破壊を旨とする戦争をわれわれは, 創造を旨とする文化の (比文開設)
敵対者としてとらえがちである。だが, 両者をたんなる対 西暦偶数年度開講。
立関係においてしまうと, 戦争がいかに文化と地続きであ 【受講制限数120名】
り, 文化がいかに野蛮を内包しているかを, 見落とすこと
になりかねない。この科目は, 情報文化学的視点からネッ
ト, メディア, 映画やTV, さらには先端文化学的視点から
さまざまな人間のありようのなかに, 戦争と文化はいかに
からみあい身を潜ませているのかを考える。

今日のグローバル社会は, 宗教の意義・役割を抜きにして (比文開設)
は十分に理解することはできない。しかも, 「宗教」と
西暦偶数年度開講。
いっても実に多種多様な宗教があり, 単純に一つの見方か 【受講制限数120名】
ら考えるだけでは, その様々なレベルにおける影響を十分
には捉えきることはできない。このような観点から, 本講
義では, 現代世界で起きている出来事を「宗教」を通して
見る視点を身につけることを目的とする。
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。

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

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。

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

ジェンダーやマイノリティの視点から、日本の社会と文化 (日日開設)外国人留学
を考察・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】
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て、日本
の地域社会における歴史的・文化的な景観やそこに展開す
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】

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し (社会開設)【受入上限
てきた経済学について,できるだけやさしく解説する。理 数120名】
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。

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

授業概要

備考

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 (社会開設)
ばれる現在、人と人との「繋がり」の様々なあり方が鋭く 【受入上限数120名】
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。

1B04061

社会学入門―「繋が
り」の変容を考える

1

1.0

1・2

春AB

月2

1H201 葛山 泰央

1B04071

政治学入門:時事・政
治・政治学

1

1.0

1・2

春AB

月1

1D204 南山 淳

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

1H201 辻 雄一郎

日常生活とかかわる様々な法について概観し、法的なもの (社会開設)
の見方を得ることができるようにする。講義のレベルは法 【受入上限数200名】
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。

1B04101 法学入門

1B04111

社会の表象―社会学
データ入門―

1B04121 市場と社会

1B05051 国際学を学ぶII

1B05061 国際学を学ぶI

1B06011 学校を考えるI

1B06021 学校を考えるII

1

1.0

1・2

1

1.0

1・2

1

1.0

1・2

1

1

1

1

1.0

1.0

1.0

1.0

1・2

1・2

1・2

1・2

秋AB

月1

社会学はこれまで多様なデータを取り扱うなかで、多様な (社会開設)
社会事象を記述し分析してきた。この授業では、近代社
2018年度開講せず。
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 【受入上限数120名】
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。

秋C

秋AB

春AB

春AB

秋C

月1,2

月2

月2

月1

月1,2

1H201 仲 重人

3A304 中野 優子

3A304 中野 優子

2C404

2C404

藤井 穂高,唐木
清志

礒田 正美,遠藤
優介

社会を構成する個人の意思決定の集合が「市場」という場 (社会開設)
を経由してどのように一つのコミュニティの経済を成り立 西暦偶数年度開講。
たせているのかを検討する。社会の在り方を経済という視 【受入上限数120名】
点を通して観察する意義と楽しさを学ぶ。
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。

*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】

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。

*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】

学校の生い立ち、社会とのかかわり、学校を支える仕組み (教育開設) 人間学群
などに視点を当てて、今日学校が抱える諸問題を整理し、 学生の受講は認めな
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
れるため、受入れ上限
数を80名とする。
【受入上限数80名】
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し、事例
的に検討する。

(教育開設) 人間学群
学生の受講は認めな
い。受入れ上限数を
100名とする。
【受入上限数100名】

私達は日々の生活の中で必要な物やサービスを消費、ある (社工開設)
いは提供している。私達の社会で誰が何をどれだけ物や
【受入上限数120名】

1B17011 経済学入門I

1

1.0

1・2

秋AB

月2

澤 亮治,阿武 秀 サービスを消費・提供するかという問題は、市場によって
3A202
行われる。本講義では、市場の働きを理解し、多くの実例
和
に触れ理解を深める。

1B17031 経営の科学I

1B17041 経済学入門II

1

1

1.0

1.0

1・2

1・2

春AB

春AB

月2

月2

3A204 生稲 史彦

3A301

ターンブル ステ
イーヴェン

1B17061 経営の科学II

1

1.0

1・2

春AB

月1

3A204 生稲 史彦

1B17091 経営の科学III

1

1.0

1・2

秋AB

月1

3A403 生稲 史彦

ファイナンス(金融工学の基礎となる,金融とファイナンス (社工開設)
の学問的「常識」を,いくつかの具体的トピックに触れつ 【受入上限数120名】
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。)
現代社会では携帯電話から進化した「スマートホン」とい (社工開設)
う万能の携帯端末を持って各種ソシャールネットワーク
【受入上限数120名】
(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。
企業が製品やサービスを「創って、造って、売る」ために (社工開設)【受入上限
実施している施策、マーケティングを理解するための知識 数120名】
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。
生産管理(生産管理基礎,環境問題と現代生産美学)・人
(社工開設)
間・社会とIT(今後の要所であるITの進化に起因する企業 【受入上限数120名】
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。

科目番号

1B20011

科目名

知的財産のしくみ(著作
編)

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

教室

担当教員

ユニオ
ン講義 長谷川 秀彦
室

文学作品や映像メディアに表現された図書館像を通じて、 (知識開設) 知識情
図書館の歴史や現代社会における図書館・図書館員の役割 報・図書館学類学生の
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義。 【受入上限数350名】

1

1.0

1・2

春AB

月2

ユニオ
ン講義 溝上 智惠子
室

1B21201 こころの構造と病理

1

1.0

1・2

春AB

月2

2H201 斎藤 環

1B24071 オリンピック

1B24191 スポーツと文化

1B25011 デザインと暮らし

1

1

1

1

1.0

1.0

1.0

1.0

1・2

1・2

1・2

1・2

秋AB

春AB

秋AB

春AB

備考

月1

文学と映像作品の中の
1B20021
図書館

スポーツ技術を人文社
1B24051
会科学から考える

授業概要

ニュートンが「私は巨人の肩に乗って仕事をした」と言っ (知識開設)
たように、大発見や科学の進歩は、それまでに蓄積された 【受入上限数150名】
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。

月1

月2

月2

月2

5C216 真田 久

5C216 嵯峨 寿,真田 久

5C506

嵯峨 寿,山田 幸
雄

スポーツの技術について,技術とは何か,ドーピングと倫
理,スポーツとルール,スポーツの文化史,スポーツの学び
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。

(体育開設)
【受入上限数120名】

1896年に始まった近代オリンピアードは、2020年東京大会 (体育開設)
で32回を数える。近代オリンピックの歴史において語り継 【受入上限数150名】
がれるに値する素晴らしい大会にしたいとの思いは多くの
日本人に共通する願望だろうが、その実現ために私たちに
できることは、まず、オリンピックについてその本質を理
解すること。そうすれば東京オリンピックの問題点が把握
できるであろうし、改革のアイデアを構想できるかもしれ
ない。
スポーツは、アメリカでは国民的娯楽と言われ、スポーツ (体育開設)
ビジネスが発展し、テレビ番組のキラーコンテンツにあげ 【受入上限数120名】
られるほど人々の生活に深く浸透し、スポーツのスーパー
スターの影響力は無視できない。この授業では、アメリカ
で誕生した野球やバスケ、バレーなどの特徴は何か、ま
た、テニスやゴルフといった他国から伝播したスポーツや
オリンピックの運営や人々の観戦などにどのような特徴が
あるかを、欧州や日本といった他文化・異文化との対比よ
り考える。

5C407 野中 勝利

デザインに何が出来るのか? 身近な暮らしや地域社会との (芸術開設) 芸術専門
関わりから、デザインの可能性、展開、課題を講述する。 学群学生の受講は認め
ない。
【受入上限数120名】

1B25031 デザインと社会

1

1.0

1・2

秋AB

月2

5C216 五十嵐 浩也

デザインに何が出来るのか? 社会との関わりについてデザ (芸術開設) 芸術専門
インの可能性を探る。プロダクト、情報デザインの視点か 学群学生の受講は認め
ら授業を行う。
ない。
【受入上限数120名】

1B25511 日本の芸術とその鑑賞

1

1.0

1・2

春AB

火5

5C411 上北 恭史

日本の歴史的な生活様式、宗教、都市にかかわる芸術を通 (芸術開設)
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】

1B26101

ダイバーシティスタ
ディーズ入門

1B26511 日本の歴史

1B26513

日本の産業・都市見学
実習

1B26521 日本の社会

1

1.0

1・2

秋AB

月2

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が入り
混じるようになり、社会や組織のダイバーシティが否応な
河野 禎之,関根 く高まっています。本科目では、このような現代社会が抱
3A301
久雄,秋保 さやか える諸問題への関心やその解決のための理解度を高めてい
くことを目指します。

1

1.0

1・2

春AB

月2

2G205 三谷 芳幸

3

1.0

1・2

通年

集中

辻 雄一郎

1

1.0

1・2

夏季休業
中

集中

3A203 原田 信行

(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】

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。

(人文開設)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】

詳細が決定次第、各掲示板にて掲示する。

(社会開設)外国人留学
生及び帰国生徒に限
る。
交通費は参加者負担。

日本の生活と社会制度を、さまざまな統計資料を通して概
説する。具体的には、各回にテーマを設定し、日本の特徴
をみていく。また、各留学生が出身国の統計資料と比較す
ることにより、日本との一致点や相違点を明らかにする。
これにより、日本の社会について理解を深める。

(社工開設)外国人留学
生及び帰国生徒に限
る。
8/29-31
【受入上限数120名】

総合科目II 科目群C 100番台
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

授業概要

1C07011 心の実験室1

1

1.0

1・2

春AB

月2

2H101 湯川 進太郎

一口に心理学といっても、様々な専門分野がある。本講義
では、各分野の研究から身近なわかりやすいトピックを選
び、関連した著名な実験や調査、事例などから得られた知
見を、研究法も含めて解説する。

1C07021 心の実験室2

1

1.0

1・2

秋AB

月2

2H101 湯川 進太郎

一口に心理学といっても、様々な専門分野がある。本講義
では、各分野の研究から身近なわかりやすいトピックを選
び、関連した著名な実験や調査、事例などから得られた知
見を、研究法も含めて解説する。

備考
(心理開設) 人間学群
学生の受講は認めな
い。
【受入上限数200名】
(心理開設) 人間学群
学生の受講は認めな
い。
【受入上限数200名】

科目番号

科目名

1C08011 障害と共に生きるI

1C08021 障害と共に生きるII

1C10061 沙漠

1C10131

筑波大学から診る環境
問題

1C10141 自然保護学入門

1C11511 日本の自然

1C17101

1C17111

都市・地域・環境を探
るI

都市・地域・環境を探
るII

スポーツ医学とは?フロ
1C21201 ントランナーに聞いて
みよう!!

1C22031

1C23021

プレコンセプション・
ケア

医療・生命科学とテク
ノロジー

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

1.0

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

1

1・2

1・2

1・2

春AB

秋AB

秋AB

春AB

春AB

春AB

春AB

秋AB

秋C

春AB

秋AB

曜時限

教室

担当教員

月2

小島 道生,山田
実,川間 健之介,
岡崎 慎治,加藤
2B309
靖佳,宇野 彰,山
中 克夫,和田 恒
彦,小林 秀之

月2

宮本 昌子,佐島
毅,安藤 隆男,原
島 恒夫,熊谷 恵
2B309
子,森地 徹,園山
繁樹,左藤 敦子,
大村 美保

月2

月2

月2

水5

月2

月2

月1,2

月2

月1

2B412 川田 清和

3A306 内海 真生

2C404 佐伯 いく代

1C505

3A416

3A416

角替 敏昭,指田
勝男

大澤 義明,藤井
さやか

大澤 義明,藤井
さやか

2H101 竹越 一博

岡山 久代,涌水
理恵,川野 亜津
子,福澤 利江
3A202
子,Togoobaatar
Ganchimeg,金澤
悠貴

3A304 磯辺 智範

授業概要

備考

障害科学が蓄積してきた知見と最新の研究を主に医学・生
理学・心理学的視点から紹介する。ヒトには個体として生
存し,種を保存する目的でいろいろな機能が備わってい
る。何らかの原因でこれらの本来の機能が果たせなくなる
とさまざまな障害が生じてくる。このさまざまな障害の様
態とその原因を学ぶことを通して,人間の生命の原理を探
求する。

(障害科学開設) 人間
学群学生の受講は認め
ない。
【受入上限数200名】

障害科学が蓄積してきた知見と最新の研究を主に発達・行
動・生活支援の観点から紹介する。人間の生活行為は,認
知機能や言語機能,運動機能などの諸機能がさまざまに関
連しあって実現している。障害のある人の支援方法を学ぶ
ことで,障害のある人もない人も共に「自立」と「自己実
現」の可能な社会とはどのような社会なのかについて,受
講生が自ら考える機会を提供したい。

(障害科学開設) 人間
学群学生の受講は認め
ない。
【受入上限数200名】

沙漠・乾燥地が地球全体の陸地面積に占める割合は1/3で, (資源開設)
しかも拡大している。本講ではその自然や問題点そして人 【受入上限数200名】
類とのかかわりについて考える。前半は地球温暖化,沙漠
化・土壌劣化,また生育する生物の多様性や有用性,緑化の
可能性などについて述べる。後半はそこに生活する人々の
社会や文化に関して述べる。
21世紀を生きる者として、地域から地球規模まで様々なレ (資源開設)
ベルの環境問題について知り、考え、行動していくことは 【受入上限数150名】
必須の要素となる。現在、筑波大学は学内の環境改善と保
全に積極的に取り組んでいる他、茨城県、つくば市と共同
で「環境都市つくば」を目指し様々な取り組みを行ってい
る。
本授業は、筑波大学キャンパスの環境問題から環境都市構
築の為の様々な諸課題、地球規模の環境問題について各専
門家からの講義、また、学内の環境改善活動に実際に携わ
る体験、を通じて、筑波大生として様々な環境問題に対す
る俯瞰力と行動力を身につける一助になることを目的に開
講する。

わたしたち人間は、自然からたくさんの恩恵を受けて暮ら (資源開設)
しています。その一方で、地球環境問題の深刻化、都市
【受入上限数120名】
化、野生生物の減少、人と生き物とのふれあいの希薄化な
ど、わたしたちと自然とをとりまく関係は急速に変化をし
ています。本講義では、自然保護に関わる概念と実践例を
知り、人と自然とがよりよい関係を築いていくために、ど
のようなことが大切かを考えます。
ユーラシア大陸の東端に位置する日本列島およびその周辺
地域でみられる地質学的現象の特徴とその成因について講
義する。特に46億年の地球史の中で、日本がどのように位
置づけされるか学習する。また、筑波山周辺など身近な地
域の変遷についても紹介する。

(地球開設)外国人留学
生及び帰国生徒に限
る。平成27年度以前の
7200131の単位取得者
は、授業内容が異なる
ため履修を可とする。
【受入上限数40名】

近年の世界的な社会経済状況の激変により、私たちの住宅 (社工開設)
や、生活する都市、地域の環境は様々な変化の圧力を受け 【受入上限数120名】
ている。この変化を受動的に受け止めるのではなく、変化
のメカニズムを理解し、望ましい環境を形成する主体的な
知力を身につけることが求められている。Iでは、筑波研
究学園都市を出発点として、都市の成立や仕組み、構成要
素とその適正配置などの観点を通じて、身近な環境から都
市・地域・環境の問題を考える。
近年の世界的な社会経済状況の激変により、私たちの住宅 (社工開設)
や、生活する都市、地域の環境は様々な変化の圧力を受け 【受入上限数120名】
ている。この変化を受動的に受け止めるのではなく、変化
のメカニズムを理解し、望ましい環境を形成する主体的な
知力を身につけることが求められている。IIでは、国際比
較からみた日本の都市の特徴、人口の将来予測、環境問題
などの観点を通じて、広域的・国際的・地球環境的な視野
から都市・地域・環境の問題を考える。

スポーツ医学のフロントラインで教育・研究をおこなって (医学開設)
いる教員より、その最新の医学事情を学び、今後のスポー 【受入上限数120名】
ツ分野あるいは医療分野においてスポーツ医学の果たす役
割について理解する。
国内外の性に関する健康問題、妊娠・出産・育児事情、親 (看護開設) 看護学類
子・家族関係、子どもをとりまく問題、生殖に関する倫理 生の受講は認めない。
的問題について学び、将来親になるとしたら、今必要なこ 【受入上限数150名】
とは何か?について考察する。

科学は多くのテクノロジーの発達とともに発展してきてお (医療開設)
り、医療も例外ではない。医療分野では、目で見えないも 【受入上限数120名】
のを可視化する、生体の機能や情報を明らかにする、ある
いは失われた身体の機能を回復するためのテクノロジーが
駆使されている。そこで、この科目ではテクノロジーに焦
点をあて、それらが明らかにしてきた生命の姿や病態、お
よび最新の診断・治療技術への繋がりについて解説する。

科目番号

科目名

1C24181 競馬の世界

ヒューマンハイパ
1C24201 フォーマンスを引き出
す最新スポーツ科学(1)

ヒューマンハイパ
1C24211 フォーマンスを引き出
す最新スポーツ科学(2)

1C24221 自然人類学I

1C24231 自然人類学II

1C26110

キャリアデザイン-働く
自分-

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

1

1

1

1

1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

春AB

春AB

秋AB

春AB

秋C

曜時限

月2

月1

月1

月2

月1,2

教室

担当教員

5C316 松元 剛

5C407 小池 関也

5C407 小池 関也

5C317 足立 和隆

5C317 足立 和隆

春B
0

1.0

1・2

夏季休業中

秋A

集中

1C306 五十嵐 浩也

授業概要

備考

1862年にわが国初の競馬が行われて、150年の歴史を持つ (体育開設)
競馬の世界。観客数10万人を集めるレースも行われ、その 【受入上限数100名】
人気は新聞、テレビなどのメディアによる報道でも読み取
れる。競馬の世界は、サラブレッドという競走馬に注目が
注がれるが、その裏では騎手、厩舎、日本中央競馬会など
多くの専門家によって支えられており、この授業ではその
舞台裏に迫ってみる。授業内容は、競馬の歴史、世界の競
馬、日本の競馬、競走馬のトレーニングと研究、競馬場の
施設・運営、厩舎、競技としての競馬、競馬学校の役割、
騎手の身体的特性等である。

スポーツ科学の進歩はオリンピックを目指すアスリートの (体育開設)
【受入上限数120名】
みならず、日常的な生活を営む我々においても有益であ
る。特に近年、続々と明らかにされるスポーツ科学の知見
は、現代社会が直面する青少年の体力や意欲の低下、アス
リートやビジネスマンのオーバーワークによる生産性と意
欲の低下、高齢者の健康や生きがいの低下など、「人と社
会の活力低下問題」解決につながる可能性を秘める。本講
義では、認知機能を高める運動プログラムや意欲を高める
運動用具など、心身の活力を最大限に引き出す(ヒューマ
ンハイパフォーマンス)最先端の生命・認知脳科学を導入
した次世代健康スポーツ科学について紹介する。

スポーツ科学の進歩はオリンピックを目指すアスリートの (体育開設)【受入上限
数120名】
みならず、日常的な生活を営む我々においても有益であ
る。特に近年、続々と明らかにされるスポーツ科学の知見
は、現代社会が直面する青少年の体力や意欲の低下、アス
リートやビジネスマンのオーバーワークによる生産性と意
欲の低下、高齢者の健康や生きがいの低下など、「人と社
会の活力低下問題」解決につながる可能性を秘める。本講
義では、認知機能を高める運動プログラムや意欲を高める
運動用具など、心身の活力を最大限に引き出す(ヒューマ
ンハイパフォーマンス)最先端の生命・認知脳科学を導入
した次世代健康スポーツ科学について紹介する。

自然人類学は、ヒトという特殊な特徴を持つ生物を、生物 (体育開設)【受入上限
学の観点から研究する学問である。やや抽象的にいえば、 数120名】
「ヒトが、どこから来てどこに行くのか?」を探求するこ
とである。すなわち、地球上に生物が誕生し、哺乳類が生
じ、霊長類が出現し、そしてヒトが生じてこんにちの人類
となった進化の道筋を様々な研究方法によってさぐる。
「自分自身を知る」ということは、人生を生きていく上で
必要な知識であり、他人と関わる社会生活を営むにあた
り、人類学の基本概念であるヒトの「共通性と多様性」を
理解することは重要である。自然人類学Iでは、ヒトの特
性と化石による進化の研究を紹介する。

自然人類学IIでは、遺伝子、民族、霊長類などをキーワー (体育開設)【受入上限
ドにして授業を行ない、日本人の成り立ちや、自然人類学 数120名】
が社会において役立っている分野についても紹介する。
地元企業における1週間程度の就業体験(インターンシッ
プ)と事前・事後教育を通じて、働くこと及び社会で求め
られる基礎的な態度や能力についてリアルに体感するとと
もに、自身の学群以降のキャリア形成について考えを深め
ることを目的とする。同時に大学時代という時間の有限性
を再認識し、学修と学生生活両面における能力開発目標や
行動目標の設定、意欲の向上を支援する。

(ダイバーシティ・ア
クセシビリティ・キャ
リアセンター企画)
6/18,8/9,10/9
CDP
夏季休業中に5日間の
インターンシップを行
う。【受入上限数30
名】

