総合科目III 科目群F
科目番号

科目名

1F05014 国際学を学ぶIII

1F07011

1F08011

1F17021

心のしくみを解き明か
すニューロサイエンス

障害科学から見た社会
―インクルーシブ社会
の一員としての「自
分」―

都市・地域・環境を探
るIII

1F20011 記録遺産学

1F20024

デジタルクリエイティ
ブ基礎

1F22011 健康と社会

1F24011

スポーツジャーナリズ
ム

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

4

1

1

1

1

4

1

1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3・4

3・4

3・4

3・4

3・4

3・4

3・4

3・4

春AB

春AB

春AB

春C

春C

春C

春A

秋AB

曜時限

月1

月2

金4

火1,2

月1,2

教室

担当教員

3B202 大友 貴史

備考
*国際総合学類生の受
講は認めない。
(国際総合学類開設)
【受入上限数60名】

21世紀の科学の最大のテーマである「こころ」の理解 (心理開設)
を目指すニューロサイエンス(神経科学)は,心理学,行 【受入上限数200名】
動学,分子生物学,細胞生物学,解剖学,生理学,薬理学,
臨床医学,工学,社会科学等を包括する学際的な学問領
高橋 阿貴,山田 域として現在も発展し続けている。本講義では,ニュー
3A402
ロサイエンスにおける最新の研究知見を紹介し,今まさ
一夫
に明らかにされつつある「こころ」のメカニズムにつ
いて理解を深める。なお一部の講義は,ニューロサイエ
ンスでの共通言語である英語で行う。
「人間が社会的に自立するとはどういうことか」、
「社会に参加し、自己実現を図るとはどういうことな
岡 典子,山中 のか」について、障害のある人への教育的・福祉的支
克夫,名川 勝, 援や、障害のある人と社会との関係を学ぶことをとお
竹田 一則,野呂 して、受講生に考えてもらう。さらに、誰もが社会参
2B309
加し自己実現を図ることのできるインクルーシブ社会
文行,柘植 雅
の実現のために、受講生各人が社会の構成員として自
義,八重田 淳, 分にできることを、自分の学士力に照らして考える機
米田 宏樹
会を提供する。

(障害開設) 障害科学
類生の受講は認めな
い。また、総合科目II
「障害とともに生きる
III」及び人間学群コ
ア科目「障害科学II」
を履修済みの者の受講
も認めない。
【受入上限数120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
宅や,生活する都市,地域の環境は様々な変化の圧力を
受けている.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
雨宮 護,大澤 る主体的な知力を身につけることが求められている.本
科目では,総合科目「都市・地域・環境を探るI,II」の
3A402 義明,藤井 さや 発展形として,都市計画やまちづくりの実践事例を手掛
か
かりに,社会の構成員である私たちが都市・地域・環境
にどのようにかかわっていくべきかを考える.

(社工開設)平成26年度
以前に総合科目II
「1C17121都市・地
域・環境を探るIII」
の単位を修得した学生
は履修不可。
【受入上限数120名】

白井 哲哉,辻
泰明,バールィ
シェフ エドワ
7A205
ルド,江前 敏
晴,田中 友香
理,石田 大平

水5,6

7C102 近藤 祐爾

月5,6

柴山 大賀,竹熊
カツマタ 麻子,
5C216 阿部 吉樹,伊藤
智子,萩野谷 浩
美

月6

授業概要
グローバル化が進展し、環境問題や人口問題が深刻さ
を増すなか、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。国際政治・
国際法、経済学、文化・社会開発、情報・環境学に関
わる基礎知識を発展させるため、この授業では
PBL(Project-Based Learning)あるいはグループワーク
形式を採り、グループごとに設定したリサーチトピッ
クについて、課題の設定、課題の解決に向けた文献講
読や資料収集、調査、ディスカッション、プレゼン
テーションなどを行い、理解を深める。

5C213

嵯峨 寿,福原
直樹

文化財や文化的な資料を対象に、どのように記録を作 (知識開設)【受入上限
成し、学術資料として管理していくかを解説する。記 数120名】
録された文化財(主として文字資料・映像資料)を取り
上げ、アーカイブズ学・博物館学の視点から,古文書を
含む歴史的公文書等・記録映像・文化遺産的資料(石
碑・拓本・竹簡・木簡等)を取り上げ、ドキュメンテー
ション(記録管理)の方法論を学ぶ。

デジタルコンテンツ制作に必要とされる基礎技術を学
びます。
普段何気なく目にしているWeb、広告、ポスター、カタ
ログ、雑誌・書籍、TVCM、映画、製品パッケージ、工
業製品からプレゼンテーションに至るまで、さまざま
なビジュアル表現が使われています。Instagramや
TwitterなどのSNSへの画像アップロード、LINEスタン
プの利用、YouTube動画のアップロードなど、日常生活
においてビジュアル表現を活用する場面も増えていま
す。
Instagram向けの画像加工アプリでは一体どんな風に画
像が加工されているのか、LINEスタンプはどのように
作られているのか、YouTube向けに動画コンテンツを制
作したいときどんなことを知っておくとよいのか、デ
ジタルコンテンツにおいてビジュアル表現を活用する
には、クリエイティブ技術の理解が必要になります。
現在、ビジュアル表現に関わる制作の大半はデジタル
化されているので、デジタルクリエイティブ技術の基
礎を理解することで、よりよいビジュアル表現のため
の知識が習得できます。

(情報学群開設)【受入
上限数60名】/ 毎回
7A106 に集合
TWINS に履修申請済み
の初回授業出席者から
くじ引きによって受講
調整を行います。/ テ
クニカルコミュニケー
ター (TC) 専門課程
「デザイン・表現設
計」分野の科目。

現代の少子高齢化の社会構造やストレス社会におい
て、人々に様々な健康影響が生じている。いくつかの
健康問題を題材に、社会的要因と健康との関連性につ
いて考えることをとおして、働き方や生活の仕方を見
直す機会とし、今後の社会や自身のあり方を探る。

(看護開設)
【受入上限数120名】

スポーツの普及・発展に多大な影響をおよぼす「ス
ポーツジャーナリズム(放送、新聞、出版など)」につ
いて、それが用いる表現、手法、取材、編集などを切
り口に、海外や過去の事例との比較による分析と考察
を通じ、わが国のスポーツジャーナリズムの現状と喫
緊の課題を浮き彫りにし、これからの望ましいあり方
を探る。

(体育専門学群開設)
【受入上限数120名】

科目番号

1F24212

科目名

スポーツと平和・非暴
力

1F90011 Social nature

授業
標準履
単位数
実施学期
方法
修年次

2

1

1.0

1.0

3・4

3・4

春AB

春C

曜時限

月2

集中

教室

担当教員

5C316 河合 季信

パークナー
トーマス

授業概要
スポーツは、言葉や人種、宗教などを超えて人々が交
流できるという機能を持つ一方で、実践の現場では、
選手間、指導者と選手との間、選手と社会との間など
で、依然として様々な暴力やイジメ、ハラスメントな
どが存在する。本科目では、種々の場面で発生する意
見の相違や対立状態に対して建設的に対処する方法
や、その前提となる自身や他者を尊重することの意義
を演習を通して学び、前述した課題の解決法を探る。
また、それらとオリンピックの価値(「Excellence」
「Respect」「Friendship」)や平和との関連について
理解を深める。

備考
(体育開設)【受入上限
数120名】

Understanding coupled natural/environmental and
7/8-10
JTP
human systems is fundamental to the quest for
global sustainability. But, what is “nature” or
“environment”? In this lecture, nature and
environment are discussed as a social construct
subject to changing perceptions. To bridge the
gap between natural and social students, theories
and concepts from both, natural sciences and
social sciences, are presented, which are
relevant for human-environment interaction
research. Societal response options to
environmental risks are exemplified for past
civilizations. Climate change as a current threat
is discussed from the natural science perspective
as well as from deeply entrenched worldviews to
explore complex environmental problems from a
cross-disciplinary perspective.

