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c 0.3
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c 0.3

d 0.3

a 0.3

b 0.1

c 0.4

d 0.2

（1）大学という場を理解するとともに、学生生
活や学修習慣などの自己管理・時間管理能力の
重要性について理解を深める。（2）キャリア形
成を見通しながら、自己認識と大学での学修に
ついて理解を深める。（3）日本語表現として、
レポートの書き方等の論理的な文章表現力、プ
レゼンテーションやディスカッションに対応で
きる口頭表現力など、大学で学ぶための基礎的
な学修スキルを身につける。（4）大学での学修
を深めるため、論理的思考法や相互理解・合意
形成のためのコミュニケーション方法を学ぶ。
また研究倫理についての知識を修得する
履修した運動種目の知識、技能の基本的な能力
の修得を通して、心身の健康を維持し、体力向
上への意識づけを図るとともに今後に発展する
コミュニケーション能力、リーダーシップの基
盤を養成することを目指します。

この授業では、情報処理の基礎的なスキルを身
につけることを目的としている。具体的には、
①あらゆるパソコン操作の基礎となるブライン
ドタッチの取得を目指す。②文書作成ソフト
Wordの基礎を学び、大学での勉学に不可欠なレ
ポートの体裁を整えられる能力を身につける。
③表計算ソフトExcelの基礎を学び、レポート作
成などに必要な表やグラフを作成できる能力、
作成した表やグラフをWord文章に組み込める能
力を身につける。④大学での勉強に必要な文献
情報や各種データをウェブ上から集める基礎的
な能力を身につける。また、膨大な数のウェ
ブ・データの中から適切なデータを選択できる
能力の基礎を身につける。これらの能力の習得
を目的としている。

国際学部国際学科のカリキュラム・ポリ
シー１に基づき、「大学における学修に
必要な基礎的な能力・技術を主体的に身
に付け、関連する異分野に関する基礎的
な知識・理解を深める」ことを目指しま
す。

本授業は、リテラシー教育科目必修のう
ち、健康リテラシー科目であり、在学中
及び卒業後の豊かなライフスタイルを形
成できる心身の基盤を養うことを目標と
しています。

以下の宇都宮大学の教育目標に対応して
いる。「1．現代社会に必要なリテラシー
（教養）、幅広く深い教養と豊かな人間
性を身につけるための教養教育を行いま
す」

大学の教育環境への適応、学生の自己認識をもと
にした自律的態度の育成、および基礎的なスキル
の習得を図ります。

生涯にわたり適切なスポ－ツを楽しく行えるよう
に、選択した運動種目の技術及び知識の習得と実
践力を身につけ、身体活動を通して豊かなライフ
スタイルを形成できる能力を高めます。

すべての学生が共通的に持つべき情報リテラシー
として，オフィス系ソフトウェアとウェブブラウ
ザ，電子メールの標準的な使い方とそれらの間の
有機的連携方 法，ハードウェアの基本的な使い
方，総合メディア基盤センターPC・学内LANの環境
の理解といった内容を講義と実習を併用した形式
で教授する。情報倫理とWindowsを中心にしたオペ
レーティングシステムについては，講義中に適宜
解説する。

新入生セミナー

スポーツと健康

情報処理基礎

知識・理解：世界の様々な国と地域におけるグローバル化と多文化共生に関する現状と課題についての知識を有し、それらの問題構造を理解することができる。

思考・判断：多文化共生社会における諸課題について、その問題構造を踏まえつつ、異なる立場の人々への想像力や共感を土台として、学際的・多角的・専門的
に考察し、価値選択や目標設定を行うことができる。

技能・表現：世界の様々な国と地域で活躍する基盤としての複数言語運用能力とコミュニケーション能力を備える。さらに、自らの設定した課題に関する資料・
データ・文献を収集し、内容にふさわしい方法を用いて比較考察的・批判的にこれらを分析し、論理的な考察を加えた研究成果を文章化し、また口頭で発表して
生産的に議論し、課題解決のために実践的に行動することができる。

関心・意欲：異なる文化や社会の在り方を尊重しつつ、グローバル化する地域と世界の問題解決に積極的に関わろうとする21世紀型グローバル人材（グローカル
人材）としての主体性と実践的な行動力を備える。

学習・教育目標の項目との関連を
0.0, 0.1, 0.2,・・・,0.9, 1.0の数

値で表す

初期導入科目

リテラシー科目

リテラシー科目



a 0.2

b 0.2

c 0.3

d 0.3

a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

Students will be able to:(1) use a full
range of explicit and implicit
communication strategies
(questioning&comma; repetition&comma;
clarification&comma; etc.) to improve
speaking fluency and listening
abilities&comma;(2) discover unspecified
facts and inferred meaning as they develop
their own opinions about topics and
situations&comma; (3) speak the target
language fluently by identifying and using
an extensive range of real world vocabulary
and commonly used idiomatic
expressions&comma; (4) use a full range of
structures with limited grammar errors that
rarely affect communication&comma; (5)
recognize and practice native-like
pronunciation patterns to make
communication clear&comma; and (6) develop
and organize written language using complex
structures to support and prepare for
functional communication.

(1) 人間がどのように老いていくのか、その生
き方の多様性を理解し、関心を持つ。(2) 高齢
社会における生活をめぐる課題について理解
し、解決策について考える。(3) 自らのことと
して老いや終章について考えることにより、人
生を積極的に生きる意欲を喚起する。

Learners will be able to: (1) identify a
full range of expressions&comma;
unspecified facts and inferred
meanings&comma; (2) recognize a wide range
of explicit and less implicit appeals for
repetition and clarification&comma; (3)
speak the target language fluently with an
extensive range of everyday vocabulary and
a variety of common idiomatic language
expressions&comma; (4) use a variety of
sentence structures with few grammar
errors&comma; although communication
breakdown may rarely occur&comma; (5)
comprehend authentic academic&comma;
technical and professional texts in all
styles&comma; (6) search for pieces of
explicit and implicit information through
background knowledge&comma; (7) critically
evaluate the content and the form of a
text.

 基盤教育科目の目標である行動的知性の
養成を進めるために、特に学内外の講師
や実践家による社会問題の第一線から見
た世界を広げることを意図している。ま
た、学生同士のコミュニケーションを促
すアクティブ・ラーニングという新しい
スタイルでの教養科目として位置づけ
る。そのため、双方向型の討論等を積極
的に取り入れた参加型の授業スタイルを
導入して、学生の主体的な参画により、
課題解決に向けた知の統合へと進めてい
く。

This required freshman course is
taught twice a week by a Japanese
teacher with a background in TESOL.
It is taught in conjunction with
Integrated English B courses that
focus on improving speaking&comma;
listening&comma; and writing
skills&comma; in addition to
increasing cultural awareness. These
courses are prerequisites for a
variety of second-year&comma;
Advanced EnglishⅠcourses from which
students can choose and which focus
on more specific skills.

This required freshman course is
taught once a week by a native
English-speaking teacher. It is
taught in conjunction with Integrated
English A courses that focus on
improving speaking&comma;
listening&comma; and reading
skills&comma; in addition to
increasing cultural awareness. These
courses are prerequisites for a
variety of second-year&comma;
Advanced English I courses from which
students can choose and which focus
on more specific skills.

 2025年から日本は超高齢社会となり、65歳以上の
高齢者が国の総人口の30％を超えると予想されて
いる。今後ますます様々な環境において高齢者と
共に生きる社会になる。そこで、高齢者に関する
課題を自らの問題として捉え、高齢者と共に生き
るため、また、自分自身も豊かな終章を生きるた
めの知識について学ぶ。 「とちぎ終章学」という
言葉には、人生の最後の時期を困難や苦しさの中
で過ごしていくのではなく、どのように豊かに、
幸せに暮らしていくのかという問いと、栃木県の
地域課題である高齢化をポジティブに捉え直して
いくという願いが込められている。

Classes will be conducted in English&comma;
twice a week by the same instructor. Students
are always expected to use English in class.
Although both lessons each week are aimed at
developing integrated skills&comma; one is
mainly focused on reading skills&comma; while
the other is focused on listening and
speaking skills using authentic language from
movies. First&comma; students will acquire
the study skills necessary for success in
English studies. Students will be provided
guidelines for efficient use of a
dictionary&comma; reading and using English
handwriting&comma; understanding phonetic
transcriptions&comma; taking notes&comma;
etc. In the reading lessons&comma; students
will develop the skills necessary to use
professional journals&comma; books&comma;
websites&comma; and other media in order to
conduct academic research. In the lessons
using movies&comma; students will develop
oral communication skills. They will be
introduced to foreign culture through movies
in order to promote intercultural
understanding.Students are expected to
mpl t r uir d numb r f l n f thStudents focus on the strategies and skills

of speaking&comma; listening&comma; and
writing in English.

とちぎ終章学総論

Integrated English
ⅠＡ

Integrated English
ⅠＢ

リテラシー科目

リテラシー科目

リテラシー科目



a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

Learners will be able to: (1) review and
strengthen grammar knowledge&comma; (2)
practice a variety of reading skills to
strengthen reading comprehension&comma; and
(3) adequately prepare for the TOEIC? Test
through personally tailored lessons.

Learners will be able to: (1) review and
strengthen listening comprehension skills
by reinforcing vocabulary and covering a
variety of audio lengths and question
styles designed to mimic those on the
TOEIC? Test and (2) adequately prepare for
the TOEIC? Test through personally tailored
lessons.

This course aims to develop students’
ability to read and write in English.

Students will be able to: (1) manage their
own reading process&comma; (2) develop
reading skills using an extensive reading
approach&comma; (3) think in English about
a wide range of cultural and controversial
issues&comma; (4) expand their knowledge of
vocabulary&comma; for example&comma; words
used often in academic texts&comma; and (5)
read a large number of texts rapidly
without dictionary.

This is a required course for 再々履
修生 and 編入生 and does not meet in
a classroom. All lessons are to be
completed entirely on the student’s
own time. Out of 330 available
lessons&comma; 60 listening lessons
must be completed by the end of the
term.

Second year students choose into this
once a week&comma; one semester
course taught by instructors
specializing in literature in order
to fulfill university requirements on
the general education course.

Second year students choose into this
once a week&comma; one semester
course in order to fulfill university
English requirements.

This is a required course for 再々履
修生 and 編入生 and does not meet in
a classroom. All lessons are to be
completed entirely on the student’s
own time. Out of 330 available
lessons&comma; 40 grammar lessons and
60 reading lessons must be completed
by the end of the term.

This course aims at developing reading skills
by reading English extensively and enjoyably.
The course consists of two sections: One is
the classroom activities ― using a
textbook&comma; the students learn how to
read fast and get the ideas of the contents
quickly. The other is the reading lab
activities ― The EPUU reading laboratory has
some 5&comma;000 English graded readers; The
students are to check out those books&comma;
and read a large number of books assigned to
each student according to his/her reading
ability.

Classes will be conducted entirely through an
online course “Reallyenglish Practical
English 6” accessible by either an Internet
web browser or a Reallyenglish app. The app
is available for both Android and iOS and is
free to download and install. Lessons will
cover grammar and reading skills necessary
for the TOEIC? Test. Upon completion of the
Diagnostic Test at the beginning&comma;
students will be given recommendations for
lessons tailored to their proficiency level.
Students are then free to choose any lesson
they like
Classes will be conducted entirely through an
online course “Reallyenglish Practical
English 6” accessible by either an Internet
web browser or a Reallyenglish app. The app
is available for both Android and iOS and is
free to download and install. Lessons will
cover grammar and reading skills necessary
for the TOEIC? Test. Upon completion of the
Diagnostic Test at the beginning&comma;
students will be given recommendations for
lessons tailored to their proficiency level.
Students are then free to choose any lesson
they like.

This is an intermediate to advanced
integrated course with the primary focus on
reading in English. In this course&comma;
students will learn reading skills by reading
newpaper articles.

Integrated English
ⅡＡ

Integrated English
ⅡＢ

Advanced English Ⅰ
(Intensive Reading)

Advanced English Ⅰ
(Pleasure Reading)

リテラシー科目

リテラシー科目

リテラシー科目

リテラシー科目



a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

Students will be able to: (1) develop and
write well-organized essays using
outlines&comma; (2) develop well-written
communication using various organizational
patterns and structures&comma; (3) use
examples&comma; details&comma; facts&comma;
and opinions to support their own ideas
logically in writing&comma; (4) use a wide
range of appropriate vocabulary to signal
organization and connections between
ideas&comma; and (5) use a large variety of
grammatical structures with limited error.

Students will be able to: (1) develop their
own ideas and opinions about topics&comma;
(2) confidently express ideas and opinions
in front of an audience&comma; (3) organize
and prepare ideas to clearly communicate
content and/or persuade about opinions
orally&comma; (4) use a wide range of
vocabulary and expressions to signal
organizational sequence and connections
between ideas&comma; (5) use body language
appropriately to communicate a
message&comma; and (6) prepare and use
effective visual aids.

Students will be able to: (1) develop their
own ideas and opinions about topics in
depth&comma; (2) confidently express ideas
and opinions in front of an audience&comma;
(3) use a full range of grammar forms and
vocabulary in an effective way while
preparing ideas about content and
persuading about opinions orally&comma; (4)
use a wide range of vocabulary and
expressions to signal organizational
sequence and connections between
ideas&comma; (5) use body language
appropriately to communicate a
message&comma; (6) prepare and use
effective visual aids&comma; and (7) ask
in-depth questions of speakers and respond
with clear answers to audience about

Students will learn to improve their
writing skills by (1) free writing; (2)
keeping a journal in English; (3)
understanding composition formatting; (4)
using descriptive vocabulary; (5) using
brainstorming techniques like idea webs to
organize information&comma; (6) using a
correction guide and peer feedback to
revise; (7) practicing writing an
introduction&comma; body&comma; and
conclusion; (8) recognizing common
mistakes&comma; (9) organizing information
in time order; (10) writing an
outline&comma; (11) including specific
details; (12) adding content&comma; (13)
checking verb tenses; (14) comparing and
contrasting; (15) using transitional

Second year students choose into this
once a week&comma; one semester
course taught by a native English
speaking teacher in order to fulfill
university English requirements.

Second year students choose into this
once a week&comma; one semester
course taught by a native English
speaking teacher in order to fulfill
university English requirements.

Second year students choose into this
once a week&comma; one semester
course taught by a native English
speaking teacher in order to fulfill
university English requirements.

Second year students choose into this
once a week&comma; one semester
course taught by a native English
speaking teacher in order to fulfill
university English requirements.

Students employ a process writing approach
using a number of writing formats to gain the
skills needed to progress towards writing
academic papers.

Students practice using a process approach to
essay writing in English.

Students focus on speaking and organizational
skills for use in front of an audience.

Students focus on organizational and speaking
skills to give clear and effective
presentations.

Advanced English Ⅰ
(Essay Writing)

Advanced English Ⅰ
(Public Speaking)

Advanced English Ⅰ
(Presentation)

Advanced English Ⅰ
(Academic Writing)

リテラシー科目

リテラシー科目

リテラシー科目

リテラシー科目



a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

a 0.1
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d 0.4

a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

Students will be able to attain: (1) an
enhanced knowledge of English grammar and
(2) expanded vocabulary.

Students will be able to: (1) develop their
own ideas and opinions about controversial
and currently important topics&comma; (2)
organize&comma; explain and support ideas
to clearly communicate opinions&comma; (3)
appropriately examine question&comma; and
rebut opinions during discussions and
debating&comma; (4) use a wide range of
vocabulary and expressions to signal
organization and connections between
ideas&comma; (5) use critical thinking
skills to compare and question various
ideas and viewpoints&comma; and (6)
research and use outside facts and opinions
to develop and support their own ideas.

Learners will be able to: 1) recognize
causes for their communication difficulties
with the sounds&comma; stress&comma;
intonation and rhythm patterns of the
English language&comma; 2) participate in
oral communication using listening
strategies and pronunciation improvement
techniques&comma; 3) use various
rhythm&comma; stress and intonation
patterns in their efforts to be better
understood when speaking English&comma; 4)
improve their ability to listen for and use
reduced and/or contracted forms&comma; and
5)practice and reinforce pronunciation
improvements outside class.
tudents will be able to: (1) recognize and
actively use over 600 high frequency
English upper intermediate vocabulary words
&comma; (2) understand meaning of
vocabulary in different contexts and
uses&comma; (3) increase memory and recall
of target vocabulary through word/image
association &comma; and (4) continue self-
study after the course.

Second year students choose into this
once a week&comma; one semester
course taught by a native English
speaking teacher in order to fulfill
university English requirements.

This course will support students in
expressing and articulating their
feelings in English thereby enabling
them to use English as a medium for
their own identity constructions.

Second year students choose into this
once a week&comma; one semester
course taught by a native English
speaking teacher in order to fulfill
university English requirements.

Second year students choose into this
once a week&comma; one semester
course taught by instructors
specializing in theoretical
linguistics in order to fulfill
university requirements on the
general education courses.

Students focus on improving English
pronunciation and listening skills through
composing and performing poetry in English.

Students increase their ability to use the
most common vocabulary for reading and
speaking English.

This is an advanced integrated course with
the primary focus on English grammar.
Students learn in particular how to use
collocations--combinations of words which
frequently appear together. Using them makes
your English sound more natural and improves
your style of written and spoken English.The
fun part of this course:At the start of every
class&comma; we listen to an English song and
analyze its lyrics in terms of its grammar
and phonetics!*Course Requirements*:Students
are expected to regularly attend class and be
prepared to participate in class activities.
Four unexcused absences will result in
failure. If you miss a class&comma; it is
your responsibility to obtain from a fellow
classmate any notes&comma; handouts and/or
materials distributed in class.

Students focus on speaking and organizational
skills for discussions and debates.

Advanced English Ⅰ
(Communicative

Grammar)

Advanced English Ⅰ
(Discussion ＆

Debate)

Advanced English Ⅰ
(Speech Clinic)

Advanced English Ⅰ
(Vocabulary
Building)

リテラシー科目

リテラシー科目

リテラシー科目

リテラシー科目



a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

a 0.1

b 0.1

c 0.4

d 0.4

Students will be able to: (1) better
understand authentic English materials such
as newspapers&comma; magazines&comma;
television&comma; and radio&comma; (2) use
English internet websites to find
information and answer questions about up-
to-date topics&comma; (3) write short
reports to summarize ideas from media
materials&comma; (4) use spoken English to
report and discuss information and
opinions&comma; (5) use critical thinking
skills to develop a global
perspective&comma; and (6) continue
independent study of media English outside
of class.

Students will be able to: (1) improve
listening comprehension ability&comma; (2)
develop oral communication skills&comma;
(3) realize how people in English-speaking
countries live － their values&comma;
customs&comma; clothing&comma; food&comma;
and interactions with one another&comma;
and (4) write and discuss about cross-
cultural aspects to become aware of their
own culture.

Students will be able to: (1) understand
and navigate the organization and format of
the TOEIC&comma; (2) build on English
skills and knowledge they already have to
understand complex listening and reading
passages&comma; (3) understand the spoken
English of more difficult
description&comma; questioning&comma;
conversations&comma; and short formal
talks&comma; (4) accumulate higher level
vocabulary and grammar needed to understand
short reading passages&comma; (5) practice
tips and strategies for dealing with the
test item complexities&comma; and (6)
continue self-study after the course.

Second year students choose into this
once a week&comma; one semester
course in order to fulfill university
English requirements.

Second year students choose into this
once a week&comma; one semester
course taught by a native English
speaking teacher in order to fulfill
university English requirements.

Second year students choose into this
once a week&comma; one semester
course taught by a native English
speaking teacher in order to fulfill
university English requirements.

Students interested in increasing their
ability using and understanding vocabulary
should take this course.

English movies&comma; which are designed for
native speakers’ entertainment rather than
for foreign language education&comma; are one
of the most effective authentic materials for
language learning. A movie presents real
language: It is real because it is ungraded
and unsimplified&comma; spoken at a normal
speed and in typical accents; It is real
because it is current&comma; using idioms and
expressions common in contemporary English.
In this course&comma; using a movie as a
learning material&comma; and utilizing a CALL
classroom&comma; the DVD laboratory&comma;
and the EPUU Theater&comma; students will
improve their oral communication
abilities&comma; and deepen intercultural
understanding.

Students practice higher level listening and
reading strategies for success when taking
TOEIC.

Advanced English Ⅰ
(Media English)

Advanced English Ⅰ
(Cinema English)

Advanced English Ⅰ
(TOEIC)

リテラシー科目

リテラシー科目

リテラシー科目
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In this integrated skills course&comma;
high-proficiency students use
speaking&comma; listening&comma;
reading&comma; and writing to study English
for academic purposes. Students will
practice opinion discussion skills&comma;
public speaking and presentation
skills&comma; and research writing skills
to increase use of advanced vocabulary
about controversial topics of interest.
Language functions such as
agreeing/disagreeing&comma; decision-
In this integrated skills course&comma;
high-proficiency students use
speaking&comma; listening&comma;
reading&comma; and writing to study English
for academic purposes. Students will
practice opinion discussion skills&comma;
public speaking and presentation
skills&comma; and research writing skills
to increase use of advanced vocabulary
about controversial topics of interest.
Language functions such as
agreeing/disagreeing&comma; decision-
This intensive English camp brings native
English speakers and three grades of
students together for three days of English
only language practice. Using the
vocabulary and skills they studied in
Integrated English A and B&comma; and
Advanced English I&comma; students will
work together to analyze topics in depth
and develop and state clear opinions during
seminar discussions. Students will work
hard&comma; but also have fun making
projects to communicate their ideas in

Students will be able to: (1) understand
and navigate the organization of the TOEFL
iBT Speaking Section&comma; (2) build on
English skills and knowledge to speak
coherently on their opinions&comma;
experiences&comma; and on information they
have read or heard&comma; (3) respond to
questions with&comma; but not all of the
ideas are fully developed&comma; (4) be
understood&comma; but there are some
mistakes in grammar or pronunciation&comma;
(5) develop organizational skills and
vocabulary to understand and answer
questions about readings&comma;
lectures&comma; and conversations&comma;
(6) take effective notes about passages to
answer test questions&comma; and (7)
continue self study after the course
Students will: (1) increase their general
academic vocabulary&comma; (2) learn jargon
words from the field of International
Studies&comma; (3) improve their academic
skills: General-critical thinking (research
skills and vocabulary development)&comma;
Speaking/Listening (presentation
skills&comma; discussion skills&comma;
reports on research&comma; and note-
taking)&comma; Writing/Reading (reading and
comprehension&comma; essay and research
paper writing&comma; and read-analyze-

Students with a high proficiency of
English participate on teams in a
variety of projects.

High-proficiency English language
students are exposed to and use a
high-level of English to participate
in classroom and out-of-class
projects.

High-proficiency English language
students are exposed to and use a
high-level of English to participate
in classroom and out-of-class
projects.

Second year students choose into this
once a week&comma; one semester
course taught by a native English
speaking teacher in order to fulfill
university English requirements.

Second year students choose into this
once a week&comma; one semester
course taught by a native English
speaking teacher in order to fulfill
university English requirements.

Advanced students use the four skills in
English for discussion&comma; listening
comprehension&comma; reading&comma; and
writing in order to complete classroom tasks
and class projects.

Advanced students use the four skills in
English for discussion&comma; listening
comprehension&comma; reading&comma; and
writing in order to complete classroom tasks
and class projects.

Advanced students use the four skills to
prepare for active discussions &comma;
presentations&comma; and essays about topics.

Students practice strategies for success on
the TOEFL iBT Speaking Section.

Students study the discipline of
International Studies in English

Honors English G

Honors English H

Honors Camp A

Advanced English Ⅰ
(TOEFL)

Advanced English Ⅰ
(EAP)

リテラシー科目

リテラシー科目

リテラシー科目

リテラシー科目

リテラシー科目
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普段意識していないこと、また、あたりまえに
思っていることにどのような思想的歴史背景が
あるかを知ることで、普段の思索行為を深める
ことが目標である。

基本的な論理的概念を習得し、具体的な主題に
ついて日本語表現で応用できるようになるこ
と。

本講義のねらいは，時間的・空間的に遠い異国
の思想を通覧するにとどまることなく，同時
に，我々自身のリアルタイムの社会問題（環境
問題，先端医療技術倫理問題，経済問題等々）
の根幹を押さえることにある。受講生が、そう
した諸「問題」について、自分なりの意見や考
えをもち、論述、展開できるようになることが
最終目標である。

現代の様々な思想の概観を通じ、それらの方法
と内容を理解することを目標とする。また現代
思想という異他なる思考（別の仕方で考えるこ
と）と向き合うことによって、これまで培って
きた素朴な信念（あるいは意見や感情）を批判
的に自覚することも目指す。

教養科目中の人文科学系科目であり、あ
らゆる学問の基礎となる論理的思考を習
得し向上させる訓練を行う。

西洋思想は、どのような分野を専攻する
にしても、教養教育としては必修科目に
もあたいする。基礎的な教養を身につけ
るとともに、西洋思想を通じて、多様な
「ものの見方」「考え方」を開拓するこ
とが重要である。

本講義は、基盤教育科目の中の人文科学
系科目の一つであり、達成目標の「人文
科学系科目では，教養の根本である哲
学，心理学，文学，芸術の入門を学び，
人間の本性や行動の背景を理解するため
の基礎的な知識や考え方，文学，文化，
芸術の評価や鑑賞のための基本を身につ
ける」に関連している。

上記の説明から、「幅広く深い教養と豊
かな人間性を身につける」に合致すると
捉える。

「思想」とは「いかに生きるべきか」の指針にな
るものであり，さらに，ある哲学者によれば，精
神的かつ物理的な意味において，防衛と攻撃の
「武器」ともなりうるものである。周知のごと
く，とりわけ「西洋」「近代」思想が現代社会に
与えてきた影響は，宗教，政治，経済，科学技術
等々の多方面において無視できない多大なものが
ある。本講義では、｢西洋｣とは何か、「思想」と
は何か、という大前提を問うことから始め、次
に、古代ギリシャから現代思想にいたるまでを概
観する。その上で「近代」に着目し、｢科学｣と
「自由」をキーワードに、「西洋思想」の本質お
よびその問題点を探っていく。先人たちの思想と
現代社会に生きる我々のそれとの比較および影響
について考えながら、現代社会が抱える具体的諸
問題（環境問題、先端医療技術にまつわる倫理問
題）にも言及する。

「現代思想」という名のもとに包括される現代の
様々な思想を概観する。また、概観を通じて「現
代思想」の特性を検討し、どのような点で近代の
思想などと異なるのかを考える。こうした作業を
通じて、私たちが生きる現代の思考様式がいかな
るものであるのかを学ぶ。

狭義に定義すると、日本思想史、つまり歴史的な
「日本の思想」を学ぶ授業となる。過去の日本人
がどのようなことを考え、想ってきたかを、
「今」を支点軸として考察する内容である。ただ
しそれは「東洋思想」と直結する。なぜならば、
思想の歴史とは、後からの原典の解釈の歴史とも
言い換えられ、基本的に日本の人たちが参照して
きたものは、儒教や仏教といった「東洋」のテキ
ストだったからである。東日本大震災は、日本に
生きる私たちに多くの問いを投げかけた。それら
に少しでも応えられるように、私たちとその社会
を培ってきた思想的背景を、できるだけ広く学
び、そこから確かに繋がっている「今」の自分の
「思想」を見直したいと思う。

論理学にはいくつかのアプローチがあるが、この
授業では「日常的な日本語をいかに論理的に使用
するか」という実際的な問題を扱う。

西洋思想

現代思想

東洋思想

論理学人文科学系科目

人文科学系科目

人文科学系科目

人文科学系科目
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認知心理学の基礎的知識とともに，人間の行動
の背景について心理学的に説明するための基本
を習得することを目指します。

行動心理学における基本的なトピックの理解を
めざし，行動心理学的な視点を身につけること
を目標にします。

古代から現代までの西洋倫理思想（とくに神人
同形説、ソクラテス、デカルト、スピノザ、ル
ソー、カント、ニーチェ、サルトル、ドゥルー
ズ）における「生」についての思想を理解する
ことを目的とする。また、「生」の問題の検討
を通じて、自らの生を反省的に捉え直すことも
目指す。

神話から科学への歴史的発展と共に、科学方法
論の様々な立場を理解する。

東アジアにおける仏教の多様性や重層性、そし
て社会とのかかわりを理解する。

人間の本性や行動，文化や芸術的側面に
関する研究分野が人文科学です。この科
目では，教養の根本である学問のうち，
行動心理学の入門を学び，人間の本性や
行動の背景を理解するための基礎的な知
識や考え方の基本を身につけます。

本講義は、基盤教育科目の中の人文科学
系科目の一つであり、達成目標の「人文
科学系科目では，教養の根本である哲
学，心理学，文学，芸術の入門を学び，
人間の本性や行動の背景を理解するため
の基礎的な知識や考え方，文学，文化，
芸術の評価や鑑賞のための基本を身につ
ける」に関連している。

教養科目中の人文科学系科目であり、科
学に対する歴史的・反省的な見方を教養
として身につける。

この授業では、人文科学系科目の到達目
標である教養の根本としての哲学，心理
学，文学，芸術のうち，哲学分野，特に
アジアにおける思想や宗教の入門を学
び，人間の本性や行動の背景を理解する
ための基礎的な知識や考え方，文学の評
価のための基本を身につけます。

心理学や対人コミュニケーション論に関
する基礎を身につけ，広い視野とバラン
スのとれた判断を可能にする豊かな人間
性を持った人材の育成をめざします。

物理学で扱われるような「運動」も、それが運動
として発見されるためには、連続的空間中の点が
あらかじめ考えられていなければならなかった。
本授業では、神話的思考から科学的思考への歴史
的発展を辿りつつ、科学思想の種々の立場を慨述
する。

東アジアにおいて、宗教はどのような役割を担っ
てきたのであろうか。本講義では、特に中国仏教
に焦点を当て、その基本的な知識を紹介するとと
もに他地域の仏教との関連性を考察する。授業の
中では、フィールドワークの成果に基づく具体的
な文化事例を示し、多角的な視点から社会と宗教
との関係を示したい。

私たちの行動の背景には，自覚することが難しい
にもかかわらず大きな影響力を持つさまざまな心
理的要因が関与しています。この授業では，認知
心理学の研究成果を紹介しながら，このような心
理的要因の基本的な特徴について取り上げます。

行動心理学における種々の領域について講義を行
い，行動心理学という領域の大枠や，研究例を紹
介します。

自己の生を、どうすれば肯定することができるだ
ろうか。本講義では、「生」の問題に関する倫理
学史的な背景を踏まえながら、人間一般ではな
く、個人（単独者、超人）の生＝「一つの生」に
ついて考えたスピノザ、ニーチェ、ドゥルーズな
どの議論を概観することで、西洋の倫理思想にお
ける最も重要で根本的な問題である「生」につい
て考える。特に〈善/悪〉と〈よい/わるい〉との
違い、精神と身体の並行論、遠近法主義、自由意
志批判（無意志主義）について検討する。

認知心理学入門

行動心理学入門

西洋の倫理思想

科学思想史

東アジアの宗教と文化

人文科学系科目

人文科学系科目

人文科学系科目

人文科学系科目

人文科学系科目
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言語習得に関する関心と理解を深めることを目
指します。

パーソナリティについての多面的・多角的な理
解を深めると同時に，学んだ知識をどのように
活かすことができるかについて考え，実際に試
してみることを目標とする。

 フランス文学は、哲学や科学思想、美術や建築
と深く結びついて発展してきました。それは一
方で洗練された都市の文学であると同時に、外
なる自然を探求し、ついに自らの内に包含せん
とする野生の文学でもありました。人類文明を
文学として昇華し、可能なかぎり普遍的な「世
界文学」たらんとした。その企ての成否は別と
して、地球文明のありようが大きく変質しつつ
ある今、私たちが改めてフランス文学から学ぶ
ことは多々あると思われます。 授業では19世紀
から20世紀にかけての文学や思想・芸術をもっ
ぱら取り上げ、都市と自然の相克を論じます。
過去の文人や哲人の自然観・人間観は現代にど
う受け継がれているか。それが日本のサブカル
チャーとどう関わるかにも言及します。学生と
の応答で講義内容は変化するため、シラバスど
おりの授業になるとは限りません。

心理学実験法および実験計画を理解し，心理学
的な視点を身につけることを目標としていま
す。

・対人関係、心の発達、学校現場が抱える問題
など、さまざまなテーマに触れながら、心理学
を「広く浅く」学ぶことを目指しています。・
スライドに呈示された内容を効率良くノートテ
イクするスキルの向上も目指します。

幅広い視野に基づく行動的知性と豊かな
人間性を身につける教養科目に位置づけ
られる。

 人文科学系科目では、教養の根本である
哲学、心理学、文学、芸術の入門を学
び、人間の本性や行動の背景を理解する
ための基礎的な知識や考え方、文学、文
化、芸術の評価や鑑賞のための基本を身
につけます。この授業ではフランスの文
学を対象とし、基礎的な知識と考え方を
身につけます。

人間の本性や行動，文化や芸術的側面に
関する研究分野が人文科学です。この科
目では，教養の根本である学問のうち，
心理学の入門を学び，人間の本性や行動
の背景を理解するための基礎的な知識や
考え方の基本を身につけます。

基盤教育として、心理学を通じたものの
見方を涵養していことに関連していま
す。

基盤教育教養科目人科学系科目の達成目
標に対応します。

文学のみならず多岐に渡り学びます。

本講義では，心理学の基礎領域における実証科学
的な実験法の解説を行います。さらに，各実験計
画について具体例を挙げながら説明し，心理学の
研究がどのように行われるかを概観していきま
す。

大学に入学してから初めて学ぶ「心理学」の科目
の一つです。

本授業では、母語や外国語がどのように習得され
るのか、そのプロセスとメカニズムについて主に
言語心理学的観点から概説します。

パーソナリティ心理学とは，従来の「人格心理
学」や「性格心理学」に概ね相当する。本授業で
は，心理学がパーソナリティをどのように捉えて
いるのかについていくつかの代表的立場の考え方
について学び，パーソナリティの形成に関わる生
物学的・心理社会的要因にはどのようなものがあ
るか，パーソナリティをどのように測るのか，
パーソナリティは変わるのか，といったテーマに
関して，これまでに蓄積されている知見に触れ
る。

言語習得論

パーソナリティ心理学
概論

フランス文学

実験心理学入門

心理学

人文科学系科目
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人文科学系科目
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英国の文学について基礎的な知識や考え方を身
につけます。

米国文学を理解するための基本的な知識や観点
を学ぶ。

1．ロシア文学に親しみ、理解を深めること。
2．文学を考察する方法について学び、分析する
力をつけること。

韓国文学に影響を及ぼした日本の文学作品を読
むことによって、韓国文学のみならず日本文学
への理解を促します。

この授業では，次の５点について考察・ 分析す
ることにより、日本、中国、台湾を文学活動の
場としたこの詩人の独自性と中国現代の特殊性
について、文学的に把握する能力の獲得を目標
とします。１、雷石楡の回想記の特徴?２、雷石
楡と日本・日本人との交流及び時代背景／３、
抗日戦争時期の雷石楡の文学活動とその作品／
４、台湾時期の結婚、入獄、追放の悲劇／５、
雷石楡以外の同時代の国統区文学者の作品の特
徴

この授業では，人文科学系科目の到達目
標である教養の根本としての哲学，心理
学，文学，芸術のうち，文学分野，特に
中国現代文学の入門を学び，人間の本性
や行動の背景を理解するための基礎的な
知識や考え方，文学の評価のための基本
を身につけます。

人文科学系科目では、教養の根本である
哲学、心理学、文学、芸術の入門を学
び、人間の本性や行動の背景を理解する
ための基礎的な知識や考え方、文学、文
化、芸術の評価や鑑賞のための基本を身
につけます。この授業では英国の文学を
対象とし、作品の評価や鑑賞のための基
本を身につけます。

教養科目（人文科学系）として、米国文
学を素材に、文学を評価・鑑賞するため
の基本を身につける。

以下の達成目標に対応しています。教養
の根本である哲学，心理学，文学，芸術
の入門を学び，人間の本性や行動の背景
を理解するための基礎的な知識や考え
方，文学，文化，芸術の評価や鑑賞のた
めの基本を身につける。

基盤教育教養科目人文科学系科目とし
て、比較文学と比較文化への理解を深め
ます。

欧米各国の文学のうち、英国の文学に関する入門
的な講義を行います。

米国文学への入門として、20世紀を中心に主要な
小説について概説する。

ロシア文学の代表的な作品を題材に、時代背景、
芸術思潮をふまえながらロシア文学史を学びま
す。

比較文学の歴史や研究方法、各国の文学動向を概
観しつつ、西欧文学と深くかかわりながら発展し
てきた日本の近代文学が、韓国や中国、台湾と
いった東アジア地域の近代文学の形成過程に大き
な影響を及ぼした事実を明らかにします。と同時
に、韓国近代文学の成立過程に深い影響を与えた
日本近代文学の知られざる側面を浮き彫りにしま
す。

この授業は、中国現代文学を対象とします。現代
文学とは、中華民国時代の文学を指します。中国
の現代詩人・雷石楡の苦難に満ちた流浪の人生を
綴った回想記「私の思い出」及び彼の作品を鑑賞
しながら、波乱万丈の浪漫詩人・雷石楡の文学的
特徴を考えてみたいと思います。また、雷石楡と
交流のあった文学者や同時代の詩人や作家の作品
にもふれる予定です。

英文学入門

米文学入門

ロシア文学

比較文学

中国文学
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 日本の伝統芸能に親しむ。 日本文化を発信す
る手がかりを得ることが期待される。

さまざまなジャンルの作品にふれ、その特色や
魅力を深く理解する。作品が生まれた文化的背
景について理解し、作品読解のための柔軟な思
考を身につけることを目指す。

美学を学ぶ上での基礎的な知識を習得し、イ
メージや美をめぐる諸問題について考察できる
ようになる。

あるイメージを目にしたときに、その内容や意
味、背景、制作された意図などについて自らの
言葉で語れるように、また、現代における様々
な視覚的イメージについて、批判的に検討でき
るようになる。

・ヨーロッパの文化・芸術についての基礎的な
知識を獲得する。・獲得した知識をもとに、そ
の他の地域・分野の文化的事象に対しても、積
極的に興味を広げられるようにする。

下記の教育目標と関連する。 人文科学系
科目では、教養の根本である哲学、心理
学、文学、芸術の入門を学び、人間の本
性や行動の背景を理解するための基礎的
な知識や考え方、文学、文化、芸術の評
価や鑑賞のための基本を身につける。

この授業は、基盤教育・教養科目の人文
科学系科目（文学領域）として、全学部
学生に開かれている。本科目では、教養
の根本である文芸の入門を学び、背景と
なる文化を理解するための基礎的な知識
や考え方、評価や鑑賞のための基本を身
につける。

この授業では、人文科学系科目の到達目
標である教養の根本としての哲学，心理
学，文学，芸術のうち，美学・芸術に関
する基礎的な知識を身につけ，幅広い教
養を育むとともに，人間の本性や行動の
背景を理解するための基礎的な知識や考
え方，文学の評価のための基本を身につ
ける。

この授業では、人文科学系科目の到達目
標である教養の根本としての哲学、心理
学、文学、芸術のうち、芸術に関する基
礎的な知識を身につけ、幅広い教養を育
むとともに、人間の本性や行動の背景を
理解するための基礎的な知識や考え方、
文学の評価のための基本を身につける。

幅広い教養を身につける教養教育のう
ち、人文科学系芸術領域として開講され
る。

芸術学における基本的な概念及び方法論について
学ぶ。イメージをとおして何が伝えられてきたの
か、どのように解釈しうるのかを、現代芸術をめ
ぐる状況も踏まえつつ、考察していく。

ヨーロッパの文化・芸術を形成する様々な側面に
ついて広く学ぶ。とりわけ、旧来のハイ・アート
（建築、彫刻、絵画等）の分類には含まれないロ
ウ・アートに注目する。

 能について、基本的な事柄（能舞台、作品の特質
など）を講義する。 能は、中世以来、現代まで受
け継がれ、世界遺産に登録された日本を代表する
伝統芸能である。知識を得ることと合わせて、実
技を体験することを通して、能の身体技法につい
て考える。

俳句・短歌・現代詩といった文学活動に始まり、
放送劇・演劇・映画の脚本・演出、さらには社会
評論から歌謡曲の作詞まで、まさにメディアを横
断して最先端の創造活動を続けた異能が寺山修司
である。メディアの構造を揺さぶるその実験的な
活動は、常に異端であり、前衛であり続けた。こ
の授業では、寺山修司による人物評論を読み、そ
の機知に富んだ論理展開を味わうと同時に、寺山
が脚本あるいは演出を手がけたラジオドラマや実
験映画を鑑賞し、その芸術的な創造行為について
多角的に理解を深めていきたい。

イメージの創出において、また美的体験におい
て、記憶は重要な役割を果たしている。記憶が芸
術とどのように関わっているのか、いくつかのテ
キストおよび芸術作品をとおして検討していく。

日本文化Ａ

日本近代文学講読

現代美学

芸術学

ヨーロッパ地域文化論
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吹奏楽オリジナル作品を中心に演奏研究を行
い、オーケストラアレンジ作品、ポップス、
ジャズ等にバリエーションを広げ、研究発表を
行う。

・日本語の構造や機能についての基本的知識を
身につけ、現代日本語の諸現象について考える
力を身につけること・変化過程にある現代日本
語を対象化し、分析的に考察する習慣を身につ
けること

言語への記述的・科学的な態度を身に付け、言
語の関わる諸事象に対して理性的な思考をでき
るようになること。

多言語状況は言語コミュニケーション自体に関
する理解を深める絶好の場。自分の母語のあり
方を振り返るとともに、クラスメートがやって
いる自分とは違ったコミュニケーションの仕方
にも目を向ける視点を養っていきます。/We
will experience achieving understanding
with some good use of our limited knowledge
and ability in foreign languages throughout
classroom activities. This course also
provides opportunities to reflect on our
ways of communication in our mother tongue
and to know better classmates' different
ways from ours.

近代および現代の美術表現の多様性とその変遷
を理解し、美術への関心を高めることを目標と
する。また、自らの視点で美術を考察する能力
を培い、明確に社会のなかで美術を位置づけら
れるようにする。

特に「知識・理解」および「思考・判
断」の項目に深く関わる

教養科目中の人文総合領域科目であり、
幅広い複合的な問題に対する科学的・論
理的な思考を主体的かつ柔軟に行えるよ
うになるための素地を養う。基盤教育科
目・教養科目人文科学系の学修・教育目
標及び教育学部の学修・教育目標中の
（A)と最も関連がある。

すべての留学生が受講できます。正規学
部生と学部の特別聴講学生は、基盤教育
科目として受講することができます。
/Students in any status can take this
course. The course is part of General
Education Curriculum for
undergraduate and exchange students.

現代に生きる人間の教養の基礎として、
今日の社会における創造活動としての美
術について素養を高める。

基盤教育科目教養科目人文科学系科目で
あり、合奏体の中で楽器同士が、演奏上
で共有し合っていることを認識する。

世界を見渡せば日常的でありふれたことだとさえ
言える多言語を用いた意思疎通を、授業の中で実
践してみます。多言語状況では、発音や文法の正
確さよりも意思疎通の実現が目指されます。そこ
では不完全な言語運用能力も工夫ひとつで非常に
役に立つのであり、そうしたことを教室活動をと
おして実体験していただきます。/In this course
we practice communication in several
different languages&comma; which is simply an
everyday phenomenon in many places in the
world but rare in Japan. In multilingual
situations we try to obtain mutual
understanding rather than correctness of
grammar or pronunciation. We will experience
achieving understanding with some good use of
our limited knowledge and ability in foreign
languages throughout classroom activities.

広範なジャンルの作品を取り上げ、近代および現
代の美術について考察する。批評的言説、美術
史、芸術学、美術理論、さらには作家論、作品論
なども交え、今日の美術を読み解く。

吹奏楽器（管楽器・打楽器群）構造とその奏法を
理解し管打合奏の基本を習得する。また、演奏を
通じて社会に対してどのように貢献していくか探
求する。

私たちは、普段、ことばを自由に用いてさまざま
な言語活動をおこなっているが、なぜその語を用
いるのか、どうしてその順序で表現するのか、と
いったような観察をしてみると、ことばは、ある
一定のきまりに基づいて用いられていることが明
確にわかる。この授業では、現代日本語を対象と
して、こういったことばの運用における法則性に
ついて考察する。

「ことば」に対する言語学的（科学的）な接近法
の初歩を学び、その視点から人間の有様や営みの
諸相について考察する。

管打合奏演習

日本語を文法的に考え
る

ことばから見た人間

多言語コミュニケー
ション学A

近現代美術論
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・論理的な文章を書くために必要な作文技術に
ついて理解する。・必要な情報を効率よく取り
ながら読む技術について理解する。・引用や論
証、例証などをともなった説得的な文章が書け
るようになる。

・人が見落としがちなところに，多くの論点や
興味深い事実が存在することを意識できるよう
になること。・あらゆる物事は，さまざまな側
面から肯定したり否定したりできることを理解
できるようになること。

・日本の心にふれながら「和の品格」を身に付
ける。これを和の「しきたり」といってもよ
い。授業では、相互の報告?批評にある様様な着
眼や感性の働きにふれ、共同的探究の力を養
う。

「もの」を取り巻く問題点に気づくことができ
るようになると同時に批判的視点を養う。ま
た、博物館などの文化についての教育活動への
よきオーディエンスを目指す。

多言語状況は言語コミュニケーション自体に関
する理解を深める絶好の場。自分の母語のあり
方を振り返るとともに、クラスメートがやって
いる自分とは違ったコミュニケーションの仕方
にも目を向ける視点を養っていきます。/We
will experience achieving understanding
with some good use of our limited knowledge
and ability in foreign languages throughout
classroom activities. This course also
provides opportunities to reflect on our
ways of communication in our mother tongue
and to know better classmates' different
ways from ours.

本学の教育目標に謳う，問題解決能力お
よび“あらたな社会”を拓く力の育成に
対応している。また基盤教育が目指す
「心の底からわき上がる」知識欲を生じ
させる点でも極めて有効な科目である。

・日本文化の本質（和の精神）を理解し
ようとするなかで得られる感性は、本来
的なグローバル感覚を身につける第一歩
となる。

本時は文化について考える授業となるた
め、「「人間とその文化」、「社会の姿
としくみ」、「現代の科学と技術」や
「さまざまな言語」に関する基礎知識や
考え方を学ぶことから、幅広く深い教養
と豊かな人間性を養うことができる」に
該当する。

すべての留学生が受講できます。正規学
部生と学部の特別聴講学生は、基盤教育
科目として受講することができます。
/Students in any status can take this
course. The course is part of General
Education Curriculum for
undergraduate and exchange students.

論理表現は、レポートや卒業論文など大
学での学習に必須となるだけでなく、コ
ミュニケーションにおいても重要であ
る。１?２年生にとっては学問の基礎技術
として、３?４年生にとっては教員採用試
験や就職活動の準備として、日本語表現
を磨くための科目とする。

文化について考える際に「もの」は非常に重要で
あるといえる。それはその文化を所有する集団の
アイデンティティを端的に示すと同時に、その集
団以外の者がそれをどのように読み解くかによっ
て文化、さらにはその集団に対する認識が示され
ているといえる。本授業では「もの」を通じて文
化や社会がそこにどのように示されているのかに
ついて考察していく。またこれに関連して国内外
の博物館についての紹介を行い、その展示を題材
に議論していく。

世界を見渡せば日常的でありふれたことだとさえ
言える多言語を用いた意思疎通を、授業の中で実
践してみます。多言語状況では、発音や文法の正
確さよりも意思疎通の実現が目指されます。そこ
では不完全な言語運用能力も工夫ひとつで非常に
役に立つのであり、そうしたことを教室活動をと
おして実体験していただきます。/In this course
we practice communication in several
different languages&comma; which is simply an
everyday phenomenon in many places in the
world but rare in Japan. In multilingual
situations we try to obtain mutual
understanding rather than correctness of
grammar or pronunciation. We will experience
achieving understanding with some good use of
our limited knowledge and ability in foreign
languages throughout classroom activities
大学での学びに必要な、論理表現の技術を修得す
る。特に、論理的な文章を書くために必要な作文
技術について、講義と実技を行う。また、受講生
の人数によっては、新聞や書物を読む時間を設
け、限られた時間で速く読む方法やポイントを押
さえて読む方法についても修得する。

教育にまつわる極めて実際的なトピックであるに
も関わらず，学校教育では真正面から扱われるこ
との少ない事柄をあえて俎上に載せ，徹底的な討
論をさせることで，受講生が受けてきた教育をよ
り広い視点から捉えさせ，固定観念を乗り越えて
あらたな社会を切り開く力を身につけさせること
を志向するアクティブ・ラーニング科目である。

・わたしたちの美学を藝術に限定することはな
い。また、藝術にある個人性がいつも美の頂上に
あるとは限らず、「芸術」そのものから見直さね
ばならない。授業では、日常的な文化を個個の感
性的な観点、あるいは実践的な視点から美（醜を
含む）を観照する。つまり、「日常（所作）の実
践哲学」をお伝えし、共有してゆきたい。・たと
えば、みなさんは日本文化を西洋の眼(西洋美学)
で眺めてはいないか。日常生活の周辺にあるモノ
やコト、そしてヒトとの交わりのうちに美を見出
し、これらを自らの言葉で客体化し共有してゆ
く いわば「和文化コミュニケーション」であ

論理表現の技術

教育の裏側に光を当て
る

生活美学

ものと文化と社会

多言語コミュニケー
ション学B
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「運動」、「栄養」、「休養」が有機的に融合
したスポーツ科学や健康関連諸科学を体系的に
修得し、生活の質的充実の基盤となる食事や健
康の重要性とスポーツの果たす役割やスポーツ
が本来有する「楽しみ」を知り、自ら健康を維
持増進させるための基本的な知識と実践力を養
成します。

心理学における質的な研究方法の意義について
理解し，データ収集や分析の方法に関する基本
的な知識を得ることを目標とします。

この授業では、思考・認知についてのこれまで
の知見を学び、それらを学校教育に活かすには
どうしたらよいかについて考えることが出来る
人材を育成します。

・成人学習者の特徴および教育方法について理
解する。・学部問わず今後の学習に活用できる
参加型学習の手法やファシリテーションについ
て理解する。・他者と関わりながら生涯にわ
たって主体的に学ぶ意欲を喚起する。

質的な研究方法に関して知り，他者理解
への関心を高める。

基盤教育の授業であり、全ての学部の学
生が選択履修することが出来ます。児
童・生徒の思考・認知のメカニズムにつ
いて、基礎的な知識を身に着けます。

本授業は、教養教育科目・健康科学系科
目に属する選択科目です。大学および将
来にわたって生活の基盤となる「運
動」、「栄養」、「休養」に関する諸科
学を修得します。また、学生の要望に応
じた複数の科目を開設し、健康科学に関
する幅広い教養と実践力を学習します。

人間の行動の背景を理解するための基礎
的な知識や考え方を身につけるという人
文科学系科目の教育目標に対応していま
す。

数値で示すことが難しいその人の在り方や，すく
い上げられにくい少数者の声に着目する研究方法
として，質的研究法があります。この授業では，
心理学において質的な研究をするとはどういうこ
となのか，また実際にどのような方法で研究が行
われているのかについて扱います。

児童生徒の思考、認知について、基礎的な知識や
概念について講義を行います。その際、デモンス
トレーションも交えながら、伝統的な方法論から
最新の研究まで紹介します。

スポーツ科学や健康科学を通して、多様なものの
見方を培うのに必要な幅広い基礎的知識を身につ
けることを目的とします。

この授業ではおとなとはどのような存在なのかに
ついて探ります。皆さんは自分のことを子どもだ
と思いますか？おとなだと思いますか？子どもと
おとなの違いとは何でしょう？おとなの特徴は何
でしょう？この問いに対して「おとなは子どもと
違って頑固で他人の話を聞かない」と答える人が
多いです。それはなぜでしょうか？また、「おと
なは冷静に判断することができる」と答える人も
多いです。それはなぜでしょうか？親や先生など
周囲のおとなを想像してみましょう。おとなの特
徴を理解することは、日常生活においておとなと
コミュニケーションを取るうえでとても役立ちま
す。また、自分自身もおとなと捉えてみることで
今後より学びやすく目標を達成しやすくなるかも
しれません。そのような実践的なヒントを成人教
育学から探してみましょう。さらに、学部問わず
他の授業にも役立つ参加型学習の手法（アイディ
アを考える、プレゼンテーション等）も学びま
す。人前で話すことや聞くことが苦手な人でも練
習の場として考えて安心して参加してください。

ボディ・ランゲージ

質的心理学研究法入門

児童生徒の思考と認知

成人教育と参加型学習

人文科学系科目

人文科学系科目

人文科学系科目

人文科学系科目
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COURSE OBJECTIVESThe ultimate goal of this
course is to help students enter the
Japanese way of thinking through the
Japanese language and through a deep
knowledge of Japanese culture and society.

授業で重視している目標は、①生涯学習および
社会教育についての基礎知識の習得、②生涯学
習時代への主体的・能動的対応として「考える
方法」を考えること、③生涯学習実践の中心的
課題として「自分自身を学ぶ」ということの学
習、の３点である。

・憲法の基本概念を修得すること・憲法の重要
判例を理解し、批判的に考察できること

「法的に考える」とは、一定の問題について、
様々な立場があり得ることを理解した上で、自
らの立場を明らかにし、これを説得的に／合理
的に主張するという一連のプロセスを辿るもの
であるので、このプロセスを理解し、関心のあ
る問題についてこれを実践することを目指す。

講義を受けている時間だけが学習時間だ
と限定してしまうことなく、日常生活の
中で普段から、「いつでも、どこでも、
だれからでも、なにからでも、どのよう
にでも」自ら学び取っていく貪欲さを持
つこと。

幅広く深い教養を修得するにあたり、憲
法を中心にしてこれからの社会や国のあ
り方を考える科目である。教員免許取得
希望者においては、必修の科目である。

法的思考を用いて現実社会における諸問
題の対応／解決能力を養い、さらに社会
的な立場の違いにより、起きている問題
についての評価が異なることを理解す
る。

The goal of this course meets the
Principles and Aims of Utsunomiya
University by helping students have a
better understanding of other
cultures as well as develop the
skills necessary to communicate with
people of other cultures.

この授業では、賛否や意見の分かれる時事問題を
主な素材として、「法的に考える」とはどういう
ことか、なぜ「法的に考える」ことが必要かを体
験してもらうことを主な内容とする。

COURSE DESCRIPTION In this course&comma; we
will explore various aspects of Japanese
Communication Arts. This course will
introduce different communication
styles&comma; which are crucial for
successfully functioning in Japanese society.
Japanese has a set of discourse styles&comma;
or registers that can seem complex to
newcomers. We will look at the styles of
speech used in personal versus public
situations&comma; by men and by women&comma;
by old people and young people&comma; in a
way that will help clarify the differences
and offer you a window into Japanese culture.
In addition to presenting the different
styles&comma; the class will help you situate
them in terms of Japanese history&comma;
society&comma; culture and education.

教育そのものを根底から問い返すという問題意識
を常に背景に置きながら、「生涯学習」が、どの
ように理解され、どのようにして実践されるべき
かについて、受講者自身が考えていけるように講
義する。なお、本科目は、国際・教育・農・工学
部の教養科目でもある。

憲法とは、国民の人権を保障するために、国家権
力を制限し拘束する規範である。講義では、人権
論を中心に検討していく。また、可能な限り最高
裁判例等の事例を紹介する。

Japanese
Communication Arts

生涯学習概論

日本国憲法

法学入門

人文科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目

人文科学系科目
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現実の政治問題に対応できる理解力や思考能力
を養うことを目的とする。日本の政治だけでな
く、国際的な視野に立って、世界で生じるさま
ざまな政治現象の特殊性への理解を深める。こ
のことを通じて、我々の日常生活を取り巻く政
治的問題を正しく理解し、そこに主体的に働き
かけ、よりよい社会を形成していく力を養成す
る。

日本で生じる政治・外交・経済問題に対応でき
る理解力や思考能力を養うことを目的とする。
ただし、国際的な視野に立って、日本で生じる
さまざまな政治現象を相対化するための理解を
深める。このことを通じて、我々の日常生活を
取り巻く政治的問題を正しく理解し、そこに主
体的に働きかけ、よりよい社会を形成していく
力を養成する。

考察の対象を国内外に向け、国家間関係の変容
や国家戦略を把握し、国際組織からコミュニ
ティ組織まで様々な諸アクターの相互動態を探
る。

近現代国際政治の変容を「国家のかたち」「国
家の行動」「国際秩序の展開」という三つの軸
から理解した上で、現代世界の基礎を形づくっ
た「冷戦史」について、その史的展開を理解で
きるようになることが目標である。

今日の国際社会の様々な事象を論理的に分析・
理解するために、身近なことから世界への結び
つき、つながりを多角的に捉えて分析する視点
が持てることを目指す。

現代政治に関する基礎知識を身につけ、
現在の重要な諸課題も取り上げること
で、国内外の政府活動や政策課題に関す
る鋭敏な視点が持てるようにし、社会科
学領域において政治活動のメカニズムに
ついて理解する。

現代社会に参画しながら身に付け続ける
幅広く深い教養の基礎を学びます。

国際社会を理解し、これからの国際社会
がどうあるべきか、現在どのような問
題・課題があるのか、自分の言葉で語れ
るように、具体的な事例を多く取り入れ
て、 世界ではどのような問題が起きてい
るのか、そしてそれらの問題が日本とど
うつながっているのか、具体的な事例を
通して学ぶ。また、自分の言葉で伝え
る、と いう技術も学ぶべく、グループで
の作業と発表を交えたワークショップ形
式も随時取り入れ、これからの国際社会
について考えていく

政治の世界で起こっている社会現象を、
国家や国際機構、市民社会そして人と人
とのコミュニケーションという多層的な
観点から考察するための、総合的な理解
力、基礎学力そして情報処理能力を養成
する。

日本政治・外交をめぐる社会現象を、国
家や国際機構、市民社会そして人と人と
のコミュニケーションという多層的な観
点から考察するための、総合的な理解
力、基礎学力そして情報処理能力を養成
する。

本授業は、グローバル・ガバナンスの入門編とし
て、世界での様々具体的な例を挙げながら世界の
急速なグローバル化を背景に、グローバル・ガバ
ナンスとは何 か、どのような問題が起きているの
かを考えていく。21世紀に入り、南北問題をはじ
め、新興国の台頭など、世界のグローバル化はよ
り一層複雑さを増してき ている。IT技術の進展と
ともに世界中の情報ネットワークは途上国におい
ても進歩しているが、その反面経済活動における
格差や貿易不均衡、環境問題などは 益々深刻に
なっている。グローバル・ガバナンスとは何か、
何が問題なのか 討論を交えながら考えていく

近代国家は、人々の多様に分節化した政治意識を
一定の領域で国民の名の下に統合して発展してき
た。だが、主権や自由といった近代国家を支配し
てきた主要な価値基準はだれを当事者とするかに
よって正当性を動揺させる契機を常にもってき
た。ことに近年のグローバル化の波は否応なく国
家における主権概念の転換を促し、市民の資格を
めぐる排除・包摂の問題が改めて提起されてい
る。こうした問題意識から本講義では、政治にお
ける価値や規範の多様性・流動性を主題としたク
リティカルな政治学を講義していきたい。とりわ
け後半では、「国家」と「国民」の乖離をめぐる
問題として、外国人参政権問題、移民や無国籍者
に対する市民権政策について世界各国の事例に関
する比較研究を重要課題として提起するととも
に、「国民主権」や「国益」といった概念がいか
なる時に同調の圧力に転化するのかを議論してい
きたい。

本講義では、明治維新から2009年政権交代後の現
代に至るまでの日本の政治の構造と歴史を学んで
いく。１回完結式で日本政治の重要な論点を取り
上げて批判的に論じていく。日本政治の展開をア
ジアや欧米をめぐる国際政治的緊張関係において
把握し、政治における理想と現実の関係、内政と
外交の不可分性に焦点を当てる。政治学を学ぶ上
で、日本の政治はいかに「開かれた」ものであっ
たか、また日本政治において戦前と戦後はいかな
る連続性をもっているのか、というのが履修者に
問いかけたいテーマとなる

現代政治はまさに生きものであり、刻々と変化す
る。この授業では、紙媒体の新聞報道やインター
ネット情報をもとに、とくに新聞報道を素材にし
て、その時々のタイムリーな課題に注目しつつ、
日本および世界における政治のダイナミズムを論
じる。現在進行形で生じている政治・政策課題や
社会的課題について取り上げこれを前半の授業で
は中心に進める。基本的にその年その年の大きな
政治課題を取り上げる。

近代ヨーロッパに生まれた国際政治のしくみは、
大きな変容を繰り返しながら、二〇世紀には地球
全体を包み込んでいくことになる。この授業は、
（１）国際政治史を考えるための導入、（２）近
現代国際政治の歴史的変化の概観、（３）二〇世
紀後半の歴史という三部構成で展開される。特
に、（３）に重点をおく。

政治の世界

現代日本政治論

現代政治の理論と実際

国際政治史

グローバル・ガバナン
ス論入門

社会科学系科目
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社会科学系科目
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社会科学系科目
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経済学の基礎的なカテゴリーについて理解す
る。

現実社会の様々な問題に対応可能な理解力や思
考能力を養うことを目的とする。経済とは何
か、そこでは何が問題とされているのか、そし
てその分析手法の特徴とはどの様なものである
のか、といったことを理解しながら、我々の日
常生活を取り巻く環境を正しく理解し，そこに
主体的に働きかけ，よりよい社会を形成してゆ
く力を養成する。

直接金融の基礎的な知識の習得をとおして，現
代社会に参画するために必要な資質を身に付け
る。

ミクロ経済学の基礎を学び，経済学の考え方・
センスを身につける。

現代の問題に限らず、歴史を振り返りつつ国際
関係について、自ら考察し分析する際の基本的
な能力を養うことを目標としている。

幅広い視野に基づく行動的知性と豊かな
人間性を身につけることを目的とする教
養科目のうち、現実社会の様々な問題に
対応可能な理解力や思考能力を養い，日
本社会のみならず，国際的な視野に立
ち，それぞれの社会の特殊性への理解を
深める社会科学系の科目である。

経済学の理解を通して，現実社会の様々
な問題に対応可能な理解力や思考能力を
養う。

現代社会に必要なリテラシー（素養），
幅広く深い教養と豊かな人間性を身につ
けるための教養教育を行うとする、大学
の教育目標に対応している。

国境を越えた社会の諸問題を、分野横断
的に理解し、関連する基本的な知識を身
につける。

幅広い視野に基づく行動的知性と豊かな
人間性を身につけることを目的とする教
養科目に位置付けられ、その中でも社会
科学系経済学領域の科目。

数学を利用したモデルによって，経済学の考え方
を理解する。

戦争と平和をめぐる多様な問題を扱っている教科
書を参照しながら、現代世界が抱える国際的問題
の歴史的背景と現状を学習する。

テキストを用いて、経済学の基本的なカテゴリー
を学ぶ。

経済学が蓄積してきた分析手法の詳細、経済理論
の具体的内容については、専門教育科目で取り上
げることとし、この授業では経済を分析するとい
うことの射程とその内容についての概要を解説す
る。

直接金融への期待が高まる現在、資本市場に求め
られる役割とは何か。金融ビッグバン以降、激変
する日本の資本市場の全容と投資とリスク＆リ
ターンの考え方、株式資・債券投資・グローバル
証券投資・分散投資の方法などを実務の観点から
解説する。

経済学Ⅰ

経済分析入門

資本市場の役割と証券
投資

数理経済学入門

戦争と平和をめぐる諸
問題

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目
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農業インターンシップ等農業の現場に出ようと
する動機付け農業インターンシップ等農業の現
場に臨む心構え

「常識的な見方」の問題点に敏感になり、「脱
常識的な見方」の重要性に気づく。「どんな学
問も次の２つのことを目指さなければならな
い。すなわち、明快であること、そして、当り
前でないこと、である。」（R.コリンズ『脱常
識の社会学』）

現代日本の社会問題の実態とその構造的な背景
についての基本的な知識を得るとともに、それ
らに関する論理的な思考力・判断力を身につけ
ます。

この授業では、マス・コミュニケーション（マ
スコミ）の産業の現状や歴史、理論について、
基礎的な知識を身につけてもらい、マスコミを
知る上で必須となるような語句や人名について
解説ができ、さらに日常的な新聞報道やテレビ
番組の内容に関して、身につけた知識を駆使し
て複眼的に読み解くことができるようになるこ
とを目標とします。

講義では太平洋諸社会の文化史的関係を概観し
たのち，文化人類学の方法論にもとづき個別社
会の事例を検討し，諸社会の環境への適応，村
落・家族を中心とする小規模社会の社会研究，
また異文化理解の方法一般を修得します。

この授業は、教育目標１「現代社会に必
要なリテラシー，幅広く深い教養と豊か
な人間性，そして，知と行動力を統合し
た行動的知性を育成するための基盤教育
を行います」に対応します。

この授業は大学の教育目標にある“専門
に関する基礎を身につけ、広い視野とバ
ランスのとれた判断を可能にする豊かな
人間性を持った人材の育成をめざし”、
“現代社会に必要なリテラシー（素
養），幅広く深い教養と豊かな人間性を
身につけるための教養教育”に対応する
ものです。

この授業は次の学習・教育目標との関連
します。（Ａ）知識・理解：世界におけ
る文化のありようを歴史的（時間軸）・
地理的（空間軸）観点から、分野横断的
に理解し、関連した基本的な知識を身に
つけた上で、それを土台にしてさらに地
域的または分野的に特化した文化領域に
ついての深化した知識・認識を有する。
（Ｂ）思考・判断：異なる時代・地域の
文化の様相に対し、比較考察的で相対的
な視点をもちつつ、科学的・実証的であ
ると同時に、想像力・感受性豊かな考
察・評価を行うことができる。

農業経営や関連産業を素材として、現実
社会の様々な問題に対応可能な理解力や
思考能力を養う。

日常的なトピックを取り上げながら、体
系的且つ論理的な考察力の養成に関連す
る。

文化人類学の立場からの地域研究を講義します。
本講義では太平洋の島嶼域ミクロネシアの諸社会
の比較研究を行います。中心となる主題は，１）
文化史から見た太平洋社会の成立，２）生計経済
と生活の基盤，３）伝統的社会・政治組織の三つ
です。講義では太平洋諸社会の文化史的関係を概
観したのち，文化人類学の方法論にもとづき個別
社会の事例を検討し，諸社会の環境への適応，村
落・家族を中心とする小規模社会の社会研究，ま
た異文化理解の方法一般を検討します。

どのような農業経営を行っている人がいるかの実
例を基づいて、農業に関わろうとする際に直面す
る問題について考える、基本的な素養を身につけ
る。

普段無意識のうちにしてしまう常識的な見方を、
普段あまり考えないような、そしてあまにりも短
すぎて見逃しているようなさまざまなトピックを
通して問い直し、社会学的な考え方の意義を考え
る。

現代日本の社会問題を社会学の視点から論じま
す。今年度は「家族」「女性」「外国人労働者」
をテーマとします。

授業は前半と後半で二部構成になっています。前
半は、主にマスコミ産業とその歴史について概説
します。後半は、マス・コミュニケーション研究
の代表的業績を紹介し、基礎概念について学んで
もらいます。

農業経営入門

社会学入門

現代日本の社会

マスコミ入門

オセアニア民族誌

社会科学系科目
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社会科学系科目
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 本講義を通して世界史における諸文明と諸宗教
の歴史の大枠を把握し、今後の人類社会を展望
する。

 民族と宗教の関係についての大枠の知識を身に
つけ、現代社会、未来社会を生き抜くための教
養と思考力jを身につける。

日本の文化について興味をもち、歴史について
自ら考え探求する契機を提供する。

 国際社会が&comma;変遷する環境問題にどのよ
うにむきあってきたのか&comma;その歴史的展開
について&comma;基礎知識を習得するとともに
&comma;歴史的体系的な思考・判断力の習得をめ
ざします。 フィールドワークやアクティブラー
ニングを通じて&comma;想像力&comma;コミュニ
ケーション能力を養います。

・多文化社会で顕在化している問題や潜在的な
課題について、背景を含めて理解することがで
きる。・望ましい多文化社会となるために求め
られる改善策について論じることができる。

現代および未来社会を生き抜くための教
養と思考力を身に付ける。

国際化によって生じた課題の解明と解決
に寄与する学習を行う。

 現代社会、そして未来を生き抜くための
教養と思考力を身につける。

 現代、資本主義とサイエンス・テクノロ
ジーの文明は生き詰まっている。とは
いっても短絡的に宗教にはしることはせ
ず、過去の文明社会の宗教についての知
識を身に着けることが、まずもって必要
である。

基礎的な知識の習得と、歴史的体系的な
思考・判断力の習得。

 歴史学入門といっても、歴史学の抽象的理論を紹
介するわけではない。具体的な歴史をみる。今回
は「世界の文明と宗教」と題してを概観する。 現
在は、資本主義とサイエンス・テクノロジーの文
明である。これはヨーロッパがたかだか２００年
前に生み出したものに過ぎない。それ以前の文明
の本質は宗教であった。人類の歴史をみるには、
宗教史を知っていなければならない。

 世界の歴史を「民族」と「宗教」をキーワードに
検討する。

前近代の日本史を、文化事象や美術作品に注目し
ながら概説する。

２０世紀から２１世紀に至るまで、国際社会がど
のように環境問題に向きあってきたかを、通史的
に学ぶ授業です。環境学の古典とも言われるレイ
チェル・カーソンの「沈黙の春」、ロンドンス
モッグ事件、ベトナム戦争枯れ葉剤使用、ストッ
クホルム人間環境会議、公害、酸性雨、砂漠化や
森林破壊、ボパール化学工場事故、有害廃棄物の
越境移動、チェルノブイリ原発事故、オゾン層破
壊、気候変動問題、リオサミット、グローバリ
ゼーションに起因する環境問題から、近年の低炭
素社会・循環型社会形成、福島原発事故に至るま
で、代表的な事件や文献、論争や国際的取組を取
り上げ、地球環境政治の歴史的展開を学んでいき
ます多文化共生という用語で表現される対象を具体的
に理解するために、国際比較や理論的検討を通じ
て、多文化社会の現実と理念を考察するものであ
る。日本だけでなく北米や欧州の動向にも目を向
けて、多角的な分析を可能にしたい。

歴史学入門

歴史と民族

歴史と文化

環境と国際社会

多文化共生論入門

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目
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目標は２つある。１つは栃木県の歴史と文化の
豊かさを認識すること、もう１つは足尾鉱毒事
件と渡良瀬遊水地の歴史と現在を学ぶことであ
る。 47都道府県の中で、栃木県の知名度・ブラ
ンド力はきわめて低いとされるが、内実は、１
人当たり県民所得５位、農業生産高９位などと
高く、評価と内実がかけ離れている。これは栃
木県民にとって大問題である。知名度が低いの
は、県民の郷土意識が低いことにもよる。本授
業はその原因を探ってみたい。その過程で栃木
県の歴史と文化の豊かさを掘り起こし、栃木県
の知の中心を担う宇都宮大学で学ぶことの意義
を認識したい。 栃木県の人間にとって、日本の
近代化の過程で起こった足尾鉱毒事件は避けて
通れない大事件である。この深刻な環境破壊事
件・人権侵害事件はどのような構造のもとに発
生し、なぜ理不尽な結果に至ったのか。義人田
中正造は被害者とともに事件とどう闘ったの
か。谷中村を追われた村民はどのような生活を
送ったのか。銅山の煙害で荒廃した足尾渓谷の
治山・治水はどうなっているのか。谷中村を滅
亡させてできた渡良瀬遊水地はどうなっている
のか。このような問題を考察して、よりよい栃
木県をつくるための糧にしたい。

地域社会における「まちづくり」の現状と課題
を理解し、新たな地域社会を展望する感性を磨
くとともに、希望を生み出すための実践の視点
と方法を身につける。

自らが学び、生活する場である栃木県（下野
国）の歴史的・地域的特徴を理解し、自然環境
と庶民の暮らしの関わり、社会の変化に対する
庶民の営為と力量について認識を深めます。

中東地域の概要を理解する。日本とは大きく異
なる（ように見える）地域を理解する際の基本
的方法を学ぶ。

各学部・学科等における社会科学系科目
を位置づけた学習・教育目標と関連す
る。

資料・情報を活用し、自ら考える力を身
につけます。身近な地域に対する関心を
高め、現代社会が直面している諸問題
を、地域に即して、歴史的な因果関係と
して捉える視座を養います。

中東地域の社会と文化を理解することを
通じて、世界理解の基礎を形成するとと
もに、社会科学系の学問の基礎を修得す
る。

明治から大正にかけて日本を揺るがした
深刻な環境問題および社会問題を知るこ
とで、豊かな未来の建設に必要な知識を
得るとともに、宇都宮大学の学生の地元
への貢献の足がかりを提供したい。

中東諸国に関する様々なトピックスを入り口に、
歴史・政治・経済・文化の基本的な知識を獲得す
る。その上で、中東地域を理解するための基本的
な視角を得る。

栃木県の歴史と文化の豊かさを認識するととも
に、足尾鉱毒事件と渡良瀬遊水地の歴史と現在を
学ぶ。

少子高齢化、家族など人間関係の疎遠、社会的孤
立、ストレスや雇用不安、さらには自然災害な
ど、希望をもちにくいように見える閉塞化した地
域社会をどのようにとらえれば希望が生まれ得る
のか、人々が希望をもつにはどのようなアプロー
チが必要か、地域社会におけるまちづくりの現場
に即して受講生と共に考える。

栃木県（下野国）の歴史と地域特性について、栃
木県に現存する資料を通して具体的に考えていき
ます。主に、現代生活の基盤を形成した江戸時
代、時代の主役に躍り出た庶民（百姓・町人）の
活動を取り上げ、政治・経済・社会・文化など、
さまざまな角度から地域史を学びます。適宜、明
治時代以降の歴史や現在の状況、県外の事例につ
いても触れていきます。

栃木県の歴史と文化

希望の地域社会論

地域の歴史

中東の社会と文化

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目
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障害者の生活上の困難性について理解し、障害
者問題に関心を持つとともに、障害者をめぐる
社会の在り方に問題意識を持たせ、障害者福祉
や特別支援教育について基本的な知識を習得す
ることを目的とする。

本授業の到達目標は、①戦後の世界の貧困・開
発問題の流れ、②貧困問題に取り組む政府機関
（日本ODA）について理解し、国際協力の全体像
を把握し、その基本的な知識を学ぶことです。

自然との共生のなかで積み重ねられてできた染
織文化とその価値について，先人の知恵や技を
理解し，これからの個人と社会のあり方を考
え，より豊かな生活文化の創造に寄与すること
ができる。

著作権法について理解し、ビジネス著作権検定
初級合格相当の知識を身に付け、身近な事例に
ついて考えることができることを目指します。

「遊び」という比較的曖昧な対象について、そ
れを理論的に捉える方法を学ぶことで、＜理論
で説明する＞ということがどういうことなの
か、どのように理論は用いたら良いのか考えら
れるようになる。また実際のゲームを開発する
ことで、そうした理論の応用の方法と、問題解
決における試行錯誤の重要性を体で学ぶ。

基番教育科目として、国際協力の全体像
と基本的な知識学びます。

大人としての教養として人間の文化，そ
のなかでも染織文化と感性価値について
学ぶ。

現代社会でより身近になってきている著
作権法を知ることにより、事例に遭遇し
た時に自らの力で考えることができる人
材を育てます。

本授業は、教養教育科目・社会科学系科
目に属する選択科目である。大学で学ん
でいる「学問」というもの、それ自体に
ついて考察を深め、自分自身の身の回り
で起こっている現象を「学問的に」理解
し、理論を応用することを可能にする。

障害児者の生活や教育に関心を持ち、障
害者福祉・教育に関する基礎的知識を獲
得させ、障害の特性に応じた障害者との
関わりや対応について考え、教師や特別
支援教育教師への志向を高める。

知的財産法の中の著作権法を中心に、権利の保護
のあり方、著作物の利用の仕方を知り、文化の発
展に寄与することを目的とする著作権法の果たす
役割を考えます。

障害者に関する社会問題に関わる内容を扱い、障
害者問題や障害児の教育について学ぶ。

本授業では、国際協力の定義を説明し、国際協力
の背景を考えるため第２次世界大戦後の世界の貧
困・開発問題の流れを振り返り、世界の貧困問題
を解決するため国際協力の役割、具体的には日本
の政府（外務省）による政府開発援助(ODA)やNGO
の開発協力を考察し、国際協力の基礎について学
びます。

各地域で継承されてきた伝統的な染織の技とそれ
に伴って育まれてきた文化的価値(感性)について
述べる。授業ではとくに「染色」を中心に取り扱
い，伝統色を通してこれからの社会のあり方やラ
イフスタイルについて考える。

前半では、遊びとは何か、人はなぜ遊ぶのか、人
が「楽しい」と感じるのはなぜなのかを考察して
きた理論を学び、後半では、そうした理論に基づ
いて、既存の（あまり面白くない）ボードゲーム
をより面白くするためのゲームバランスの調整を
行うというかたちで、ゲーム開発の実習を行う。

障害者問題入門

国際協力論入門

伝統染織と感性

著作権法入門

遊びの理論とゲーム開
発

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目



a 0.2

b 0.2

c 0.3

d 0.3

a 0.2

b 0.3

c 0.2

d 0.3

a 0.2

b 0.3

c 0.2

d 0.3

a 0.2

b 0.3

c 0.2

d 0.3

a 0.2

b 0.3

c 0.2

d 0.3

本講義では、学生に地域社会の環境問題をグ
ローバルとローカルの両方から、鳥瞰的かつ等
身大的にみる社会学の「目」を身につけてもら
うことを到達目標とする。

農業がなぜ発生したのか。農業は人間にどのよ
うなインパクトを与えたのか。私たちの社会を
形成している基礎要因の中に農業由来の要因が
入り込んでいる構造を読み解く。その講義を通
して、歴史の視点とロジカルシンキングの重要
性について学ぶ。

 農業の多様性を理解するとともに、経済のグ
ローバル化が進む中、食料危機・貧困と飢餓・
食の安全安心・温暖化などの地球規模での問題
が顕在化していることを、農業との関わりで理
解する。

現代社会における社会問題や経済問題の考察す
る視点を身につける

地域が抱える問題の抽出から，現地住民と協同
した解決策の探索，その試行までを実践する基
礎力を養成します。様々な人たちとのコミュニ
ケーション，問題解決に向けた専門的な技術を
体験することで，各受講者が今後の修学の幅を
拡げていくことを期待します。

農業と文系の関係性を学ぶことで、歴史
視点について考え、ロジカルシンキング
能力を習得する。

世界各地の気候と風土、さらには文化に
立脚した多様な農業展開を理解するとと
もに、地球規模での食料・資源・環境の
諸問題を把握することによって、幅広く
深い教養と豊かな人間性を育成する。

経済学の一つの考え方であるマルクス経
済学を通して、現実社会の様々な問題に
自ら考え、自ら判断する能力を養う

身近な社会問題を、社会学の方法で発見
する課題発見能力を養う。

「“あらたな社会”を創るうえで求めら
れる行動的知性を養成する」，「社会
的・職業的自立に向け，必要な能力や態
度を育成する」等の教育目標に対応しま
す。

社会科学の古典としてマルクスの「資本論」を材
料に、近代社会のものの見方や考え方を学び、社
会問題・経済問題に関する視点を学習する

この講義では、環境問題とはどのようなものか、
環境問題を解決するための担い手としてなぜ小さ
なコミュニティが大切なのか、身近な環境問題か
ら学生と一緒に考える。中国と日本の現場の事例
から環境問題を取り上げ、学生にグローバルかつ
ローカルの視点から、地域社会の環境問題と自分
自身との密接な関わりについて理解を深める。。

人間が農業を開始したのは今からおよそ1.2万年前
とされている。場所は現在のイラクとトルコにま
たがる山の中であるとそうていされている。それ
は麦と豆、そして畜産を交えた混合農業であっ
た。それから8000年を経て、人間は農業によって
メソポタミア文明を成立させるまでに至った。そ
れは、エジプト文明へ、そして古代ギリシア文
明、古代ローマ文明へと引き継がれ、古代社会の
終わりとともにヨーロッパの中世社会を形成し
た。この授業では西洋を形成した農業について、
古代から中世を中心に講義する。

 農業は、それぞれの地域・国の気候や風土を巧み
に活用することによって成り立つ産業です。その
ため、世界には多様な気候・風土に立脚した多様
な農業が展開されています。 本講義では、それら
の世界各地の多様な農業の実態と特徴を浮き彫り
にします。さらに、農業は食料問題のみならず、
自然環境やエネルギー問題とも密接に関連してい
ます。そこで、グローバルな視野から食料・環
境・エネルギーの諸問題を農業問題と関連づけな
がら検討します。

人は自然からの恵みを享受して社会を発達させて
きました。里山はまさにその過程を実感できる場
所で，伝統的な知識に基づく自然と共生した暮ら
しがあります。しかし，そんな里山も，過疎化，
高齢化により，雑草や野生鳥獣による暮らしへの
影響が著しくなるなど，これまでの暮らしに様々
な問題が生じています。この講義では，こういっ
た問題に対して，地元住民が積極的に解決に取り
組んでいる里山（那須烏山市大木須）を訪問し，
課題の抽出から解決策の提案・試行までを実践し
ます。

地域環境社会学

農業と文明

世界の農業

資本論を読もう

人と自然の共生を考え
る

社会科学系科目
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社会学の基礎的な概念の習得を通じて、社会学
に何ができるか、また、社会学でなければでき
ないことは何か、について理解し、応用社会学
の視点を身につけること。

①地誌学的視点から日本および各地域（とく
に、大都市と観光地域）の地域性を正しく理解
する。②特定地域の将来展望について考えるこ
とができる能力を身につけることである。

高齢者の身体的・心理的特徴について理解した
うえで、高齢者が抱える生活課題やニーズの解
決のための制度政策の仕組みや実践方法につい
て体系的に理解することを目標とする。

・アフリカに関して等身大に理解し、そこに暮
らす人びとと共感すること。・アフリカの地理
的・文化的・社会的多様性について理解するこ
と。・アフリカに関するステレオ・タイプが是
正されること。

日本の政治や行政の仕組みについて理解すると
ともに、理論や他国との比較から、日本の政治
や行政の課題を見出す力を身につけることを目
指す。

基盤教育科目・社会科学系科目の達成目
標である、「現実社会の様々な問題に対
応可能な理解力や思考能力を養うこと」
や「政治・社会・経済といった我々の日
常生活を取り巻く環境を正しく理解し，
そこに主体的に働きかけ，よりよい社会
を形成してゆく力を養成する」に対応す
る。

①知識・理解:アフリカの社会・文化・自
然環境・歴史に関して概説的な知識を広
げます。②思考・判断:自らのアフリカに
関する知識・理解を問い直します。③技
能・表現:アフリカに関連するトピックに
関して、調査し、まとめ、発表する力を
養います。④関心・意欲・態度：アフリ
カの人びとに関する関心とともに、更に
学びたいという意欲を喚起します。

幅広い視野に基づく行動的知性と豊かな
人間性を身につけることを目的とした教
養科目のうち、社会科学系政治学分野の
科目

本授業は、基盤教育科目社会科学系科目
に含まれ、「現実社会の様々な問題に対
応可能な理解力や思考能力」の養成に必
要な、応用社会学の視点の涵養という点
で、学習・教育目標と関連している。

地域に関わる専門教育を学ぶ際に必要と
される地理学的知識を習得する。

皆さんのアフリカのイメージは、距離的に遠く、
自分の生活との直接的な関係が分かりにくいた
め、少ない偏った情報から形成されているかもし
れません。アフリカ大陸には多くの国々が存在
し、地域によって異なる自然・社会環境の基で異
なる歴史をもった様々な人々がそれぞれの生業の
もとで生活しています。またア フリカ問題に関す
る誤解も流布しています。本授業ではその多様
性・多面性の一部を、等身大で理解することを目
指します。

政治はどこで、どのように決定されているのだろ
うか。なぜ、日本は政権交代が可能な選挙制度を
取っているにも関わらず、結果として自民党の長
期政権となるのだろうか。講義では、国会議員、
官僚、利益団体・有権者、自治体の首長・議員、
諸外国といった諸アクター(行動主体)の役割や目
的、相互の関係について、選挙、立法過程、事業
実施、対外交渉といった場面に沿って説明する。
その上で、上の問いについて議論を行う。加え
て、日本と米国とでは政治過程の違いについても
説明する。

大きな変化に直面しているこの時代において、社
会学に何ができるか、また、社会学でなければで
きないことは何か、について考える。講義は大き
く2つに分けられる。前半は「社会」「権力」「公
共空間」などを取り上げながら、理論的・方法論
的な観点から、社会学という学問を応用的にとら
えるための基礎的な視点を獲得する。後半は、
「ジェンダー・、セクシュアリティ、家族」と
いった具体的な論点をテーマにしながら、社会学
を現実の問題に応用することの実際を理解する。

「地誌学」とは、さまざまな地域が有する地域性
を自然条件や社会条件の各要素について分析した
り、その相互関係を考察したりする学問分野であ
る。地誌学を学ぶことにより、対象地域を複合的
な視点から正しく理解することができる。そのた
め、地誌学的手法はまちづくりや観光振興などに
応用していくことも可能になるだろう。そこで、
本授業では、自然、産業、文化などの複合的な視
点から、日本および各地方（とくに、大都市と観
光地域）の地域性について学ぶ。

少子高齢化の進展に伴い、高齢者の生活ニーズは
ますます多様化・複雑化してきている。本授業で
は、高齢者の身体的・心理的特徴、高齢者の社会
参加、高齢者ケアなどの基礎知識を習得した上
で、高齢者福祉にかかる政策の変遷と現状、介護
保険制度の仕組みと運営状況、高齢者の社会参加
や就労支援の方法などについて学ぶ。

応用社会学

地誌学

高齢者福祉入門

アフリカ学入門

現代日本の政治と行政

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目
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教養の１つとして、わが国の司法制度や法的思
考方法を理解すること。

高校数学の数Ⅲまでの領域について学び，大学
における数学科目の履修に支障がないレベルま
での知識を習得することを目標とします．さら
に演習を通して計算能力の向上を目指します．

（１）遊びとは、自由で自発的で、現実世界か
ら一定の距離のある、愉悦感を伴う活動である
ことがわかる。（２）子どもの遊びは、学習の
土台であることがわかる。（３）「指導」概念
を的確に理解し、子どもが遊ぶように働きかけ
ることができる。

知財検定3級レベルの知識修得を目標とする。

環境問題についての一般的な知識を獲得するこ
とと、環境教育の意義と方法について基礎的理
解ができるようにします。

本授業は、基盤教育科目の選択科目であ
る。教養人として視野を広くするととも
に、柔軟な思考を習得するため、人間的
で社会的な営みである「遊び」に関して
学習する。

現代に必要なリテラシー、幅広く深い教
養と豊かな人間性を身につけるととも
に、実践的で専門的な知識を修得を目指
す。

現代社会の直面する課題について理解を
深め、判断力を養う。

幅広く深い教養を修得するにあたり、法
学を中心としてこれからの社会や国のあ
り方を考える科目である。

この科目は宇都宮大学における基盤教育
科目「数学」の教育目標の達成に寄与し
ます．

 知的財産推進計画2013で謳われたように、大学に
おける知的財産教育が国際競争力強化の観点か
ら、更に重視される方向にある。当該方針に則
り、初学者が最初に知的財産権制度を学ぶ指標の
一つとして挙げられるのが、国際知的所有権機関
（WIPO）のスキル標準（IPSS）を参考に、国内法
に基づき構成した国家検定「知的財産管理技能検
定3級」（以降、知財検定3級と呼ぶ）である。 本
講義では、当該学習基準を、基盤教育がカバーす
べき知財教育プログラムとして設定し、当該法域
を対象とする講義を行う。

この授業では環境、環境問題および環境教育の基
礎について理解を深めます。実習的内容を含めま
すので受講者数の上限を４０名程度にします。初
回授業で受講希望者がオーバーした場合は何らか
の方法で選抜を行います。この場合、１回目授業
に参加しなかった受講希望者は受講できません。

本講義では、法学を学ぶ基礎を修得したうえで、
わが国の司法制度をその担い手や手続の観点から
概観する。また、憲法学、民法学および刑法学に
ついて、基本的な考え方を学ぶとともに、各法分
野における論点をひとつずつ取り上げ、さまざま
な角度から検討する。さらに、最高裁判例などの
事例も可能な限り紹介し、考察を加える。

電気電子工学科の学生にとって必須である数学科
目の学習は，1年次前期の線形代数及演習Ⅰ，微積
分学及演習Ⅰから始まります．これらと同時進行
する本講義では，上記数学科目を履修する上で土
台となる数学の知識を学びます．

授業では、①子どもの遊びの教育的意義、②歴史
的背景、③現状、④論点について講義を行うとと
もに、遊び指導に関して学び、実践を行う。

法学概論

電気電子数学入門

遊び論と遊び指導

知的財産権概論

環境教育

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目

社会科学系科目

自然科学系科目
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ノーベル化学賞に関連した化学における重要な
知見や分析手法を、講義及び実習を通して理解
し、修得する。これによって、専門分野におけ
る化学の基礎知識を修得すると同時に、化学に
対して更なる興味を抱く動機付けを行う。

物理学の原理について学び，教養としてその概
略を理解する．自然現象を取り上げ，関連する
物理法則を学びながら物理学の世界に親しむ．

自然科学に関する基本的な知識や技能を修得
し，また，現代の科学技術および最先端の研究
に関する知識に触れて，方法論を学ぶことに
よって，自然科学に関する幅広い教養を身につ
けることを達成目標とします．

ベクトルという数学的な概念を用いることで、
機械工学など様々な工学的問題がどう表現され
るかについて、そのイメージと理解の修得を目
標とする。

自然科学に関する基本的な知識や技能を修得
し，また，現代の科学技術および最先端の研究
に関する知識に触れ方法論を学ぶことによっ
て，自然科学に関する幅広い教養を身につける
ことを達成目標にします．

幅広く深い教養を身に着け、豊かな人間
性を養っていくプロセスの一つとなるよ
う，科学分野の基礎知識を学習する．自
然を物理学の目で理解できるようになる
ことが大切である．

自然科学に関する幅広い基礎知識を身に
つけることを目標とします．

ベクトルや行列は、力学が関係する工学
や自然科学を理解する上で基礎的かつ重
要な数学的概念である。

自然科学に関する幅広い基礎知識を身に
つけることを目標にします．

教養科目についての学習・教育目標は、
設定されていない。

大多数の学生向けに，放射線とは何かなど，身近
にある放射線について理解を深めていけるように
解説します．本来，放射線の分野は物理学である
ことから，数式が多く出てくると思っているかも
しれませんが，本講義では，なんとなくこう思っ
ている，という感覚や思い込みを，少しでも正し
く理解できるようになることを目指しています．
医療分野などで使われている放射線などについて
も知って，世の中にある多くの情報を鵜呑みにせ
ず，その背景にも触れて，放射線の科学に興味を
もっていくことができるようにと願っています．

大多数の学生向けに，振動や波とは何か，オイ
ラーの公式・等式を眺めてみて，どのような数字
から成り立っているかなどについて理解を深めて
いけるように解説します．振動と波は密接に関係
しているだけでなく，楽器の仕組みも空気振動を
使っていますし，建物には免震構造が採用されて
います．また，携帯電話などの無線や光通信でも
電波や光として伝わってきます．振動や波の現象
の科学に触れて自分の頭で考えるための基礎を築
いて，振動の科学に興味をもっていくことができ
るようにと願っています．

ノーベル化学賞に関連した化学における重要な知
見や分析手法を講義で説明し、また、２つの主要
な化学機器分析法を実習を通して説明する。

物理学は自然現象の根源となる原理を解明して法
則を求める学問である．日常，目にする自然現象
も物理学の知識で理解できる．自然を理解するこ
とを追求する学問が物理学である．本講義は文系
の学生を主な対象とし，物理学と自然との関わり
を学び，自然を理解する力を養い，物理学の楽し
さを学ぶ．

基礎的な数学概念であるベクトルや行列の図形的
イメージと機械工学など工学が関係する諸現象へ
の応用ついて解説する。

ノーベル化学賞周辺の
化学

教養物理

放射線科学入門

現代数学入門

振動の科学

自然科学系科目

自然科学系科目

自然科学系科目

自然科学系科目

自然科学系科目
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生体力学（バイオメカニクス）から生体模倣技
術（バイオミメティクス）が生まれた経緯や技
術開発過程を習得することを目的とする．また
同時に技術研究開発の実践過程についても触
れ，工学研究の基礎を身につける．

エレクトロニクスの発展は多くの先人たちの貢
献に支えられてきたが，これら先人たちの思考
や経験を学ぶことにより，現代社会と自然科学
の関係を理解する．

「かけがえのない地球」で、我が物顔にふるま
う人類は知恵をしぼり、色々なエネルギー資源
を利用しながら、豊かな(？)物質文明を築き上
げてきました。そのお陰で人類(特に先進国の人
間)は「便利で快適な暮らし」を手に入れること
ができました。しかしながら、その一方でごく
短期間のうちに「自然破壊」「環境汚染」と言
う深刻なダメージを地球に与えてしまったこと
も事実です。この講義では、地球環境問題の全
体像と実態を把握し、化学的な視野からその原
因と対策を探ることを目標にしています。

不思議で面白い化学現象の中身を調べてみる
と，様々なことが見えてくる。この授業では，
化学の不思議な内容を理解することを目的とす
る。

高校化学の内容が理解でき，あわせて基礎的な
教養レベルの化学を修得することをめざしま
す。また，現代の科学技術およひ?最先端の研究
に関する知識に触れ 方法論を学ふ?ことによっ
て，持続可能な社会の形成を担う先進性と独創
性を有する 21 世紀型市民にふさわしい自 然科
学に関する幅広い教養を身につけることを達成
目標とします。

本授業は、現在社会に必要な素養と幅広
く深い教養と豊かな人間性を身につける
ことをねらいとしています。

現代社会に必要な幅広い教養を身につけ
る。

高校化学の内容を再確認することによっ
て，大学の化学（生活と化学，環境と化
学，生命と化学を含む）へのスムースな
移行をめざします。

本講義は基盤教育教養科目における自然
科学系科目の自然総合領域に属する選択
科目である．

基盤教育における教養教育（自然科学
系）科目

高校化学の内容に自信が持てない学生を対象に，
基礎・基本の理解の徹底と，大学の化学へのス
ムースな移行をめざします。

生物が持つ高度な機能や製造過程を模倣して，技
術開発に活かす学問領域バイオミメティクス(生物
模倣技術)に関して体系づけて解説します．基本的
な生物の組織構造から地球環境全体から見た「技
術体系」，そしてこの学問領域の研究・市場動
向，生物が進化によって得てきた効率的な動きや
構造がいかに技術開発に用いられているのかを学
ぶ．

エレクトロニクスは，現代社会を支える重要な基
盤であり，将来にわたって人々が豊かな社会生活
を営むために不可欠なものである．本講義では，
エレクトロニクスの歴史を概観することにより，
如何にして新しい技術が誕生したか，また，その
意義について解説する．

今騒がれている「地球環境の問題」を化学的な視
野から捉え、最新のデータ、サンプルを明示しな
がら、また視聴覚教材を使いながら、わかりやす
く解説します。調査発表を通して、学生側から発
信してもらい、全員参加型の授業にしたいと考え
ています。

現代社会には，化学に関連した事柄が多く登場す
る。この授業では，化学の不思議な面を実際に実
験で確かめ&comma; 考えながらその内容を理解す
る。

バイオミメティクス入
門

エレクトロニクス科学
史

地球環境と化学

不思議な化学

リメディアル化学

自然科学系科目

自然科学系科目

自然科学系科目
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自然科学系科目
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機器分析法の全体像、種々の分析機器に関する
横断的かつ概括的な理解、知識を得ることを目
標とする。

店頭に並ぶ色とりどりの野菜や果物， 花々や食
べ物、庭園や公園の植物たち。しかし、日本原
産あるいは自給可能な植物は意外と少ないこと
などへの興味・理解を深めることで、植物と食
物の生物学への関心を高め、環境保、身体や心
の栄養としての植物の重要性を認識することを
目指します。

学生が、自分の体の基礎知識を身に付け、医療
にかかる場合、自分の体のどこが具合が悪いな
ど説明できるようになるこ。日々の健康管理や
運動で、自分の体がどのように働いているかイ
メージできるようになること。

皆さんは，本授業計画にある？にいくつ答えら
れますか．少しでも多く答えられるようになっ
ていただくとともに，これらを考えながら未来
を拓く知恵のトレーニングになるよう授業を進
めたいと考えています．

（１）地球規模での物質循環と地球環境につい
ての知識を習得する。（２）地球環境が構築さ
れてきた歴史的背景と生物との関わりについて
の知識を習得する。（３）地球規模での環境汚
染とその対策技術について、特に生物を利用し
た技術についての知識を習得する。

本講義は、教養教育、自然科学系、生物
学領域の科目であり、対象を植物と人と
の関わりに置いた生物学である。今後の
日常生活に役立つ教養を提供し、学習す
る上での基盤となる科目である。

講義の内容をプリントや図解入りの資料
で自学する仕組みがある。それをこなす
ことにより学習につながり、教育の目標
でる自分の体を知ることになる。

宇都宮大学の教育目標「現代社会に必要
なリテラシー（素養），幅広く深い教養
と豊かな人間性を身につける教養教育を
行います．」に対応しています．

環境問題および生物化学、微生物学に関
わる幅広い見方と知識を学ぶことによ
り、自然科学に関する広く深い教養と豊
かな人間性を身に付けることに寄与す
る。

特になし

本講義では，私たちの食料の来し方，行く末につ
いて考えながら生物学を学びます．

環境と生物のかかわりを、特に生物化学的な視点
から取り上げる。地球規模での物質循環には、さ
まざまな生物、生命反応がかかわっている。ま
た、地球の環境は、生物、特に微生物によって整
えられてきた。一方、現在の環境の大きな問題と
して、環境汚染がある。地球環境の歴史および現
状、そして、環境汚染の要因および環境汚染修復
技術について、主に微生物学、生物化学、生物工
学の観点から概説する。

大学の研究室や分析の現場に常備されているよう
な汎用型の分析機器を多数取り上げ、各機器に対
して原理、機能、特徴などを横断的に概括する。

私たちの生活となじみが深い 植物たちのルーツを
探り、森林資源保護と地球温暖化、食料の安全性
を脅かす放射線対策、食糧資源としての植物の重
要性と世界的な需給関係、農業とバイオテクノロ
ジーなどを取り上げます。また、暮らしに潤いや
彩を与える「くだもの」と「花，庭園，市民農
園」などをテーマに実例を紹介しながら機能的特
徴と文化的側面について解説します。植物の持つ
特性やそれを利用発展させる農業、造園などを総
合的に学んでもらいます。

人体の世界は、その奥深さゆえに小宇宙に例えら
れる。そのため、多くの生命科学者が研究の対象
にしている。また、健康管理や臨床医学の面から
も研究が盛んであることは言うまでもない。本講
座は、生き物としての自分の命を考えてもらうこ
と、生活の健康管理に役に立ててもらうことを念
頭に次ぎのような内容を講義する。人体のつくり
を神経や血管、呼吸、消化器官など前身について
解説する。また、必要に応じ、新聞などにとりあ
げられる、今起きている、命に関するホットな生
命科学、事件、事故についても触れる。

物質・材料の機器分析
入門

人間生活と植物

人体の中の小宇宙

食料生産の生物学

環境と生物化学

自然科学系科目

自然科学系科目

自然科学系科目

自然科学系科目

自然科学系科目
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 科学技術の進歩に伴って世の中は目まぐるしく
変化し、混沌としている。そんな中で人間とは
何かをより深く知ることが大切である。生物学
はその大きな助けになるように思える。本講義
の目的は、生命現象を理解する上の基礎的情報
を提供することにある。単なる知識の積み重ね
でなく、自分なりの考えを身につけていただき
たい。

ハードウェア・ソフトウェアの働きについて理
解を深め，資格取得や，勉学・研究に役立つプ
ログラムがつくれることを目標とします．プロ
グラムの手続きとはなにか，情報科学的考え方
とはなにか，基礎をしっかり身につけます．

学部・学科・学年を問わず，コンピュータをよ
りアクティブに，よりクリエイティブに使う術
を会得することを目標とする．プログラミング
は，いちど基礎を身に付ければ広く応用が効
く．プログラミングの初歩を学ぶとともに，現
実社会での活用事例を学ぶ．操作方法の習得で
はない，目先の変化に惑わされずに，コン
ピュータを能動的に使いこなすための素養を身
につける．

自分の考えを人に伝えるための方法として，百
聞は一見にしかずというように，図や映像を用
いる方法は重要です．この授業では，自分の表
現手段を高める一つの道具として，コンピュー
タグラフィックス（ＣＧ）を学び，効果的な表
現手段を身につけることを目的とします．この
授業で身につけた技術をレポート作成や研究発
表等で活用してほしい．

 授業では、特に麻薬や香辛料作物、そして綿や
熱帯雨林などの植物資源が世界の歴史と経済に
及ぼした影響に着目し、現在の世界と社会が成
立する上で重要な役割を担った熱帯植物とその
歴史について学習することで、植物資源に関し
て幅広い知識を得る。そして、その知識を通し
て現代社会のあり方について改めて見つめ直
し、21世紀における日本／世界のあるべき姿
を、学生各自が自身の知識に基づいて考えるこ
とができるようになることが、授業の到達目標
である。

情報科学の基本的考え方を身につけ，IT
社会に対する考察力を深め，教養知識を
幅広く習得するという教養教育の目標に
貢献します．

現代社会に参画しながら造り続ける（あ
るいは、身に付け続ける）幅広く深い教
養の基礎を学びます．

ＣＧによる表現手段とを身につけ，それ
を利用した作品を制作することは，現代
社会に必要なリテラシー（素養），幅広
く深い教養と豊かな人間性を身につける
ことに関連します．

 基盤教育における教養教育（自然科学
系）科目で、持続可能な社会の形成を担
う21世紀市民に相応しい先進性／独創性
を育むため、自然科学のみならず社会学
や歴史学に関する幅広い教養を身につけ
る上での一助となることが、この授業の
達成目標である。

 教科に関する知識及び指導法を習得し、
より深く理解する。

コンピュータグラフィックス（ＣＧ）に関する講
義と，ＣＧモデリングソフトによる３次元世界の
記述の作成実習，プログラミング環境Processing
によるＣＧプログラミング実習からなります．中
間と期末の２回に分けて制作した作品の発表会を
行います．

 熱帯地域は地球の全陸地の約38％を占め、世界人
口の約半数が生活しているが、現在熱帯地域での
人口が急速に増加し、それに伴い様々な環境破壊
や生物資源の消失が進んでいる。このような状況
をふまえ、熱帯植物資源が今後私達の生活にどの
ような影響を及ぼすかを考えるために、様々な熱
帯植物についての基礎的な形態・生理を学び、
各々の植物が資源としてどのように利用されてき
たか／いるかについて、その歴史的意義を含めて
学習する。また授業では、最近日本でも問題と
なっている「麻薬」と「麻薬植物」について特集
し、薬物の薬理作用と人間による利用の歴史につ
いてビデオを視聴して学習して、麻薬や「危険ド
ラッグ」が個人に及ぼす作用と現代における社会
的弊害について考察する。

 生物学の入門的な内容で、社会的に話題となる生
物学的諸問題について議論できる一般的知識、考
え方を身につけていただく程度である。

パソコン，ゲーム機，携帯電話等，ソフトウェア
無しでは機能しない機械が身の回りにいっぱいあ
ります．本授業では，ソフトウェアの作成に欠か
せないプログラム言語の一つ，Ｃ言語について，
多くの課題をこなすことにより，その基礎知識や
基本文法を学びます．C言語の影響を受けた言語が
数多くあるので，Ｃ言語をマスターすれば，他言
語の習得にも役立ちます．

コンピュータの使い方を覚えても，コンピュータ
について学んだことにはならない．この科目で
は，プログラミングの側面からコンピュータへの
理解を深め，能動的に使う姿勢を養う．そのため
に，まずプログラミングの初歩を学んだうえで，
実社会の中での我々とコンピュータとの係わりに
ついて学んでいく．

基礎生物学

Ｃ言語・プログラミン
グ入門

プログラミング応用

グラフィックス入門

２１世紀を支える熱帯
植物
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今日の情報化社会において重要な機能を担う
World Wide Web のしくみを理解することを目標
とします。

今日の情報化社会を支えるICTの様々な展開事例
やそれらのしくみを理解するとともに，ICT関連
企業の活動やそこで求められる人材像等を知る
ことを目的とします。

無線通信の原理を理解すること．

本授業では講義を通じて、気象学が日常生活に
とって必要な知識であることを再認識してもら
い、巷にあふれる気象情報をより上手に活用で
きる能力を習得する。また今日、社会問題化し
ている地球温暖化（地球気候変動）について正
しく理解し、将来社会人としてこの問題にきち
んと対応できる姿勢を身につける。

DNS，HTTP，IP アドレス，MAC アドレス，
Ethernet などに関連する各種の方式および応用
を学び，今日の情報化社会における基盤を担う
インターネットのしくみを理解することを目標
とします。

特になし．

基盤教育科目の自然科学系（地学）に属
する科目である。専門教育に入る前の学
生に対して、高等学校等での履修科目で
ある地学（気象分野）を基礎に大学生と
しての教養を高め、学士課程修了後の社
会人生活においても利活用できる知識を
付与することを目標とする。

現代社会に必要なリテラシー（素養），
幅広く深い教養と豊かな人間性を身につ
けるための一環として構成しています。

現代社会に必要なリテラシー（素養）、
幅広く深い教養と豊かな人間性を身に付
けるための一環として構成しています。

現代社会に必要なリテラシー(素養），幅
広く深い教養と豊かな人間性を身につけ
るための一環として構成しています。

気象学を専門にする学生対象ではなく、それ以外
の大多数の学生向けの気象学である。本来、気象
学は物理学の一分野であることから、数式がたく
さん出てきて難しいイメージがある。本授業では
このような堅苦しさを取り払い、天気図、天気予
報や身近な天気変化、大きな社会問題である地球
温暖化などに焦点をあてて、「実生活に役に立
つ」気象学を解説することに努める。全学部、全
学年が対象の基盤教育科目であり、例年、文科系
学生の受講も少なくない。スライドを利用した解
説を中心に、これらの学生にとってもわかりやす
い説明を心がけている

インターネットの基本的な「しくみ」を習得し，
世界の情報通信について実例を通じて理解を深め
ます。

World Wide Web（ワールドワイドウェブ）の基本
的な「しくみ」を習得し、世界の情報通信につい
て実例を通じて理解を深めます。

身のまわりにあり，私たちの生活や社会を支えて
いるICTについて，幅広い事例学習を通じ，その基
本的なしくみを習得するとともに，ICT関連企業が
求める人材像や栃木県内のICT企業の活動・方向性
を学びます。

携帯電話に代表されるワイヤレス通信システムの
基本をやさしく紹介します．簡単な通信システム
を作ってみましょう．

Webのしくみ

身のまわりのＩＣＴ

ワイヤレス通信のしく
み

身近な気象学

インターネットのしく
み
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植物の生態・進化に関する基本的な用語，植物
の分類・同定法，分布調査法や生息地環境の調
査法など雑草の観察に必要な基本的な知識及び
技術を習得することを目標としています。

 自然観察会などの未経験者が，一般的なガイド
ブックを活用し，身近に生息する野生動物や痕
跡を識別するための基礎的な知識の獲得を目指
します．

人間の感覚のような「あいまい」なものをどの
ように測るのか，その方法を理解すること．さ
らに平均や標準偏差のような統計量に触れてみ
ることを目標とします．

生物多様性は私たちの暮らしにどのような財や
恩恵を提供しているのか，また生物多様性はど
のように維持されているのかについての知識を
習得し，生物多様性保全の意義について理解す
ることを目標としています。

地球環境と生物事件史の講義は，過去30億年の
地球環境の変遷と進化や絶滅などの生物の変遷
の記録をどのように読みとるのかを理解するこ
とを到達目的とする．

「現代社会に必要なリテラシー（素
養）」，幅広く深い教養と豊かな人間性
を身につける教養教育を行う」という教
育目標に対応します。

「現代社会に必要なリテラシー（素
養）」，幅広く深い教養と豊かな人間性
を身につける教養教育を行う」という教
育目標に対応します。

 大学の教育目標のうち，「現代社会に必
要なリテラシー，幅広く深い教養と豊か
な人間性，そして，知と行動力を統合し
た行動的知性を育成するための基盤教
育」と関連しています．

過去30億年の地球環境の変遷と生物絶滅
事件との関わりを理解することは，地球
人として必要な素養，幅広く深い教養を
身につけることが可能となり，本学の基
盤教育の教育目標に合致する．

大学の教育目標のうち，広い視野とバラ
ンスのとれた判断ができ，幅広く深い教
養を身に付けた人材の育成に関連してい
ます．

私たちの身の回りには様々な種類の雑草が暮らし
ており，その観察は最も手軽に自然や多様性を感
じられる手段の一つです。この手軽さから，雑草
は生態や進化を研究する材料として古くから利用
され，多くの知見が蓄積されてきました。本講義
では，大学キャンパスに生育する雑草を観察材料
として用い，植物の生態と進化，そしてそれらに
及ぼす人の役割について学びます。

 日本では，人間と野生動物との軋轢が激化する一
方で，絶滅に瀕した種が存在するなど，自然に関
連する事象が社会問題として注目されつつありま
す．こうした問題の本質を理解するためには，日
本の自然に何が起きているのかを認識できる技術
が必要です．本講義では，自然の変化を捉えるた
めに欠かせない野生動物識別技術についての基礎
を解説します．

地球環境と生物事件史の講義では，長い地質時代
における顕著な生物の絶滅事件や爆発的進化など
の大きな生物イベントに焦点を当てて，地球環境
と生命の歴史を解説します．

この授業では「人間の感覚」をテーマに実際に受
講生たち自らが考えた実験を行い，この実験から
得られたデータに対して，統計的手法を用いて分
析を行います．その結果を考察し，発表してもら
います．この授業はグループワークによる実験の
計画立案，実施，分析，考察を行いこれらの一連
の作業を通して，受講生間のコミュニケーション
能力，自主性の育成，統計学の実践的応用例の体
験を目的としたアクティブラーニング科目です．

環境破壊の中でも，回復が最も難しいのが生物多
様性の破壊です。野生で生活する個体が失われる
と，その個体群を回復させるのは非常に困難で，
絶滅すれば，その種は二度と戻りません。人間は
生態系がもたらす様々なサービスに完全に依存し
ていて，そのサービスの相当部分を生物多様性が
もたらしています。本講義では，「生物多様性を
失うと，こうしたサービスも失われるのか」とい
う問いかけに応じた様々な研究事例と，それらか
ら得られた知見を平易に紹介します。

雑草観察入門

野外における野生動物
識別テクニックの基礎

人間の感覚を測る

生物の多様性とは何か

地球環境と生物事件史
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主たる精神障害である統合失調症や気分障害な
どについて幅広く取り上げる。

1. 自分で自分の健康を守っていくための自己管
理能力を身につける。2. 知っておくべき疾患や
保健医療制度等の医学・医療に関する知識を習
得する。3. 主に市民が行うレベルの心肺蘇生法
を身につける。

「運動」、「栄養」、「休養」が有機的に融合
したスポーツ科学や健康関連諸科学を体系的に
修得し、生活の質的充実の基盤となる食事や健
康の重要性とスポーツの果たす役割やスポーツ
が本来有する「楽しみ」を知り、自ら健康を維
持増進させるための基本的な知識と実践力を養
成する。

物理的な考え方や論理的な思考が可能になるよ
うにする

昆虫の生理・生態に関する基本事項を理解す
る。

健康に関する幅広い知識を学び、健康管
理に必要な素養を身につけることができ
る点で、大学の教育目標へ対応してい
る。

本授業は、教養教育科目・自然科学系科
目に属する選択科目である。大学および
将来にわたって生活の基盤となる「運
動」、「栄養」、「休養」に関する諸科
学を修得する。また、学生の要望に応じ
た複数の科目を開設し、健康科学に関す
る幅広い教養と実践力を学習する。

現代社会に必要なリテラシーの一つとし
て、豊かな人間性を身につけることと関
連します．

昆虫の生理・生態に関する知見を幅広く
学ぶ。

医療職ではない一般の人が生活するうえ
で有用な精神医学の知識を身につける。

スポーツ科学や健康科学を通して、多様なものの
見方を培うのに必要な幅広い基礎的知識を身につ
けることを目的とする。

現代社会で用いられている科学技術のうち，物理
学を用いているものについて，その基礎的な物理
現象を理解する

本講義では昆虫の生理・生態について解説する。

精神医学について基礎的な事項を中心に概説す
る。

健康に関する知識・情報を提供する。生涯にわた
る健康管理に役立ててもらえるような内容になっ
ている。

精神医学概論

健康管理学概論

肥満の科学

家庭の中の物理

昆虫生理生態学

自然科学系科目

自然科学系科目

自然科学系科目

自然科学系科目

自然科学系科目
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ドイツ語の実用的側面を意識しつつ、会話能力
の養成をねらいとします。この授業がきっかけ
となって、履修者がドイツ語（外国語）学習を
継続していく意欲を獲得してくれることになれ
ば本授業の目的は達成されます。

ドイツ語の実用的側面を意識しつつ、会話能力
の養成をねらいとします。この授業がきっかけ
となって、履修者がドイツ語（外国語）学習を
継続していく意欲を獲得してくれることになれ
ば本授業の目的は達成されます。

使用教科書は、フランス語検定に準拠した内容
になっています。今年度秋季フランス語検定
（５級及び４級）に合格する能力の育成を目標
とします。

使用教科書は、フランス語検定に準拠した内容
になっています。今年度秋季または来年度春季
フランス語検定（５級及び４級）に合格する能
力の育成を目標とします。

中国語を学ぶ第一歩としての本授業は、前期１
５回の学習を通して、中国語の発音が正しく出
来ること、簡単な会話や最も初歩的な文法を理
解し応用できること、さらに、今の中国人と中
国社会全般への関心と理解を持ち、中国に関す
る知識と教養を有することを目標とします。

ドイツ語圏の日常生活の様々の場面を語
学を学んでゆく。同時に生活文化、伝統
に興味を持ってもらう。

この授業は、宇都宮大学基盤教育の教育
目標１「現代社会に必要なリテラシー、
幅広く深い教養と豊かな人間性を身につ
けるための教養教育を行います」に対応
します。

この授業は、宇都宮大学基盤教育の教育
目標１「現代社会に必要なリテラシー、
幅広く深い教養と豊かな人間性を身につ
けるための教養教育を行います」に対応
します。

大学に入学する以前、学んだ経験のない
中国語の学習を通じ、「読む」、「書
く」、「話す」、「聴く」ことについて
の基礎的能力を養うとともに、東アジア
や中国の文化への興味を喚起し、理解を
深め、地域的な視野を踏まえた幅広く深
い教養と豊かな人間性を醸成します。ま
た、語学学習を通じた自律的な大学での
学びの基礎づくりを行い、現代社会に必
要なリテラシーを身につけさせます。

ドイツ語圏の日常生活の様々の場面を語
学を学んでゆく。同時に生活文化、伝統
に興味を持ってもらう。

前期開講の「フランス語基礎I」に引き続き、フラ
ンス語に初めて接する者を対象として、フランス
語の会話と読み書きのために最低限これだけは必
要である、という要素を中心に、１年間でフラン
ス語文法の基礎を徹底的に学習します。

初心者を対象に中国語の発音からスタートし、や
さしい挨拶と日常会話、また、初方的な文法事項
などを教えます。

大学生活におけるドイツ人留学生やドイツ人講師
との交流場面を通してドイツ語を学んでいく。話
す・聞くのひととおりのコミュニケーションが成
り立つ程度の基本的な語彙や文型を学ぶ。

大学生活におけるドイツ人留学生やドイツ人講師
との交流場面を通してドイツ語を学んでいく。話
す・聞くのひととおりのコミュニケーションが成
り立つ程度の基本的な語彙や文型を学ぶ。

フランス語に初めて接する者を対象として、フラ
ンス語の会話と読み書きのために最低限これだけ
は必要である、という要素を中心に、１年間でフ
ランス語文法の基礎を徹底的に学習します。

ドイツ語基礎Ⅰ

ドイツ語基礎Ⅱ

フランス語基礎Ⅰ

フランス語基礎Ⅱ

中国語基礎Ⅰ

初習外国語系科目

初習外国語系科目

初習外国語系科目

初習外国語系科目

初習外国語系科目
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中国語に関する基礎的な学力を身につけること
を目標とします。具体的には、自分の大学・趣
味・家族構成・買い物など、言わば、日常的で
初歩的な中国語によるコミュニケーションがで
きるように到達すること。また、中国を知りそ
れなりの理解を示し、その隣国と仲良く付き
合っていく心構えを持つよう、中国語の時間を
通して目指します。

スペイン語の基礎文法の習得を通じて、やさし
いスペイン語の発話能力を養うことを目的に授
業を進めます。英語に比べれば複雑に見える動
詞活用を学び、その用法を習得することが中心
課題となります。さらには、文章の中で使われ
る名詞、形容詞、副詞など各種の単語につい
て、それぞれの正しい使い方と正しい発音の仕
方を学びます。動詞を文章の中心に据えて、そ
の前後に色々な単語を配置し良い文章を組み立
てられるようにしますので、地道に語彙力をつ
けていく必要があります。スペイン語の辞書の
使い方にも慣れてもらいたいと思います。

スペイン語の基礎文法の習得を通じて、やさし
いスペイン語の発話能力を養うことを目的に授
業を進めます。英語に比べれば複雑に見える動
詞活用を学び、その用法を習得することが中心
課題となります。さらには、文章の中で使われ
る名詞、形容詞、副詞など各種の単語につい
て、それぞれの正しい使い方と正しい発音の仕
方を学びます。動詞を文章の中心に据えて、そ
の前後に色々な単語を配置し良い文章を組み立
てられるようにしますので、地道に語彙力をつ
けていく必要があります。スペイン語の辞書の
使い方にも慣れてもらいたいと思います。

初習者向けとして朝鮮語の基礎能力を養いま
す。

前期に続き、初級者向けの『聞く・話す・読
む・書く』４つの機能を磨きます。その上、基
礎会話の運用能力と簡単な文章力（メール、手
紙、年賀状など）を養います。

当科目を履修できるのは、これまで初級
スペイン語を学んだ経験がある方、ある
いは本学で前期開講のスペイン語基礎科
目の単位を取得した方に限られます。ス
ペイン語技能検定試験などの資格試験に
合格している方は、担当者に相談してく
ださい。

基盤教育の初習外国語系科目の教育目標
に対応します。

基盤教育における初習外国語系科目の教
育目標に対応します。

大学に入学する以前、学んだ経験のない
中国語の学習を通じ、「読む」、「書
く」、「話す」、「聴く」ことについて
の基礎的能力を養うとともに、東アジア
や中国の文化への興味を喚起し、理解を
深め、地域的な視野を踏まえた幅広く深
い教養と豊かな人間性を醸成します。ま
た、語学学習を通じた自律的な大学での
学びの基礎づくりを行い、現代社会に必
要なリテラシーを身につけさせます。

本授業は基礎科目ですから、すべての学
部・学科の学生が履修できます。初めて
スペイン語を履修する方、これまでスペ
イン語を学んだ経験のない方は、まず当
科目を履修してください。

朝鮮語は日本語と語順や文法構造などが非常に類
似しているため、日本人にとって馴染みやすく、
最も習得しやすい外国語でもあります。本授業で
は、このような朝鮮語の特徴を踏まえた上で、前
期に習得した文字や基本フレーズを確かめなが
ら、基礎会話能力を向上させるための語彙・文法
を中心に学習しながら、積極的に話せる姿勢を身
につけ、少しずつ表現力を養っていきます。さら
に言葉を支えている韓国の伝統文化や歴史、ある
いは韓国事情など、多方面から朝鮮語の全体像を
概観します。

「中国語基礎Ⅰ」を終えた方を対象に、中国語の
基礎文法を本格的に学びます。文法事項を多くの
例文を通して理解した上で応用を通して記憶しま
す。文の排列順序、実用的な慣用表現・会話表現
などを教え、中国の文化や歴史に関する様々な話
もします。

動詞の使い方など、基本的な文法事項の説明が中
心になりますが、毎回の授業内容と関連した会話
文も読み解きます。さらには、テキストにある練
習問題をやりながら、文法に関する理解を深めま
す。

動詞の使い方など、基本的な文法事項の説明が中
心になりますが、毎回の授業内容と関連した会話
文も読み解きます。さらには、テキストにある練
習問題をやりながら、文法に関する理解を深めま
す。

 朝鮮語の基礎を学びます。朝鮮語は世界の言語の
中で日本語にもっとも近い言語です。語順が日本
語と同じであり、助詞や漢字語も共通していま
す。ですから日本人にとってもっとも覚えやすい
外国語なのです。授業では、そのような朝鮮語の
文字・発音・文法を学ぶと同時に、その背景にあ
る韓国の社会や文化などを紹介します。

中国語基礎Ⅱ

スペイン語基礎Ⅰ

スペイン語基礎Ⅱ

朝鮮語基礎Ⅰ

朝鮮語基礎Ⅱ

初習外国語系科目

初習外国語系科目

初習外国語系科目

初習外国語系科目

初習外国語系科目
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 1. 日常でよく使う単語を覚えて、書く、読
む、聞くができる。 2. 簡単な日常会話ができ
る。 3. 簡単な文を作ることができる。

この授業は実際に野外に出て、自らの手足で一
次資料を収集する経験を通じ、野外調査の意義
と楽しさを体得することを目的とします。あわ
せて，いろいろな分野の調査技法にふれること
で，各受講者が今後の修学の幅を拡げていくこ
とを期待しています。

体験型アクティビティの指導法、協同学習やア
クティブラーニングのファシリテーションの技
術、プログラムの安全管理、学校教育における
自然体験活動の指導などを身に付け、子どもた
ちや市民に対して自然体験活動や環境推進活動
等の指導実践ができる人材を育成する

 タイ語を初学習者が、タイ語の基本である42子
音、母音（短母音、長母音、二重母音）、声調
（４の声調字と５声調音）に関して「聞く」、
「話す」、「読む」、「書く」の4点をマスター
できることをめざします。

現在の学校教育等では体験学習やアク
ティブラーニングが重要視されている。
小学校での総合的な学習の時間や市民・
企業の環境啓発活動のより効果的な指導
技術を持つ人材が望まれている。森林資
源や水資源の循環を通して持続可能な社
会を創造するために必要な，森林や水の
特性の理解、多目的な利用、私たちをと
ります環境問題などをhands on（体験
型）で啓発できる人材を育成する。

 この授業は、基盤教育の教育目標１「現
代社会に必要なリテラシー、幅広く深い
教養と豊かな人間性を身につけるための
教養教育を行います」に対応します。

 この授業は、基盤教育の教育目標１「現
代社会に必要なリテラシー、幅広く深い
教養と豊かな人間性を身につけるための
教養教育を行います」に対応します。

総合系科目の教育目標に対応します。

 タイ語を初めて学ぶ学生を対象にタイ語の基礎知
識を学びます。具体的には、子音、母音、タイ語
の特徴の声調、単語の構成と発音規則を習得する
とともに、簡単な挨拶や自己紹介の表現を学びま
す。また、タイの生活、文化、伝統、経済、歴史
を紹介します。

 タイ語基礎Ⅰを学習した学生を対象に、日常的に
よく使われる単語、表現や基礎的文法を用い、簡
単な会話や作文を学びます。また、授業では、タ
イの生活、文化、伝統、経済、歴史を紹介しま
す。

社会科学，自然科学を問わず，どんな分野でも，
町や自然の中に出かけ，自らの手足でデータを集
める必要に迫られるかもしれません。この授業で
はその手法と考え方を，野外調査の実践を通じて
学びます。

『人と自然をつなぐ、人と人をつなぐ』人になる
ための基礎知識と技能を、実践を通じて学びま
す。・森林環境教育や水環境教育等を通して環境
教育の重要性と子どもたちや市民への啓発の手法
を学びます。・体験型アクティビティ、循環学習
プロセス、協同学習やアクティブラーニングなど
のワークショップのファシリテーションを体験
し、また、指導者としての技術を身に付けま
す。・小学校での総合的な学習の時間での実施例
やアメリカでのProject Learning
Tree(PLT&comma; 森林環境教育)やProject
WET(WET&comma;水環境教育) の事例や指導法を習
得し、子ども達に対して自然体験活動の指導者と
しての、また、市民の環境活動等の指導者として
の、環境意識啓発の手法と技術を学びます。第1日
目はPLTの6時間ファシリテーターの資格（テキス
トを利用しPLTアクティビティを指導することがで
きます。すでに、6時間ファシリテーターを取得し
ている履修生はPLT養成講座を開催できる資格であ
る12時間ファシリテーター資格に進級できるので
連絡してください。）、第2日目はWETのエデュ
ケーター資格（テキストを利用しPLTアクティビ
ティを指導することができる）が取得できます。
また、自然体験活動指導者NEALリーダーの資格
（詳しくはhttp://neal.gr.jp/を参照してくださ
い）が取得できます。

タイ語基礎Ⅱ

野外調査論

人と自然をつなぐ・人
と人をつなぐＢ

タイ語基礎Ⅰ

総合系科目

初習外国語系科目

初習外国語系科目

総合系科目
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(1)男女共同参画社会の実態を把握し、現状と課
題を理解する。(2)男女共同参画に関する人権感
覚を豊かにし、人権文化を育むことに貢献す
る。(3)グループ討論を通じて自分の意見を述
べ、人の意見を丁寧に聴き、それらを整理して
発表するというコミュニケーションスキルを獲
得する。

 東日本大震災によって発生した、もしくは明る
みに出た問題や今後の課題を正確に認識し、評
価する力を養うと同時に、将来の社会構築に向
けて批判的な思考力と構想力を身につけること
を到達目標とします。また、大学という場で
「受動的に」ではなく、「能動的に」自ら考え
学ぶ姿勢を身につけることも到達目標としま
す。

・現代社会におけるボランティアの意義と役割
について理解する・ボランティアを通して現代
社会の課題を自分のこととして考えられる・持
続可能な活動のあり方を考えられる

この授業の目標は，みなさんの身近な自治体で
ある宇都宮市が行っているまちづくりを知るこ
とです。市は様々な分野のまちづくりに関わっ
ています。市の幅広い活動を知ることで，なに
げない日常生活の中で本市の取り組みに触れて
いることに気づくと思います。この「気づき」
を活かし，各自が地域社会に対する理解を深め
ると同時に，本市のまちづくりに参画するきっ
かけにしてほしいと思います。

基盤教育科目の目標である行動的知性の
養成を進めるために、特に学内外の講師
や実践家による社会問題の第一線から見
た世界を広げることを意図している。ま
た、学生同士のコミュニケーションを促
すアクティブ・ラーニングという新しい
スタイルでの教養科目として位置づけ
る。そのため、双方向型の討論等を積極
的に取り入れた参加型の授業スタイルを
導入して、学生の主体的な参画により，
課題解決に向けた知の統合へと進めてい
く

本授業では、宇都宮市の現状・課題およ
び施策事業に関する学習を通して、地域
社会への関心や理解を深めることが期待
されています。これは教養科目および総
合系科目が目標とする、視野を広げるこ
と、豊かな人間性を育むこと、実践に繋
げられる知識に基づいた“あらたな社
会”創りを志向することのいずれにも対
応しています。

教養科目の総合系科目

 「社会問題や企業の第一線から見た世界
を知ることにより、変化が激しい現代社
会への視野を広げながら、持続可能な社
会を創造するために必要な、科学的な根
拠を備えた提案や行動に繋げられる課題
解決力、すなわち行動的知性の養成を目
標とする」に関連します。

人口減少や高齢化などによる地域社会の変容に対
応した持続可能なまちをつくるために、宇都宮市
がどのような政策を立案・実行しているのかを、
市職員が実体験を交えながら講義します。データ
や情報と実社会での行政活動との融合を理解する
アクティブ・ラーニング科目です。最終回には、
宇都宮市長がまちづくり全般について授業を行う
予定です。※※宇都宮市職員（公務員）を目指す
方には，特におすすめです※※

男女共同参画社会の歴史、社会的背景、現状につ
いての概説を行った上で、労働、家族、多様性、
人権、DV等の個別問題についての理解を、講義や
ワークショップ、小グループでの話し合い等を通
して促していく。最後に、スタッフと学生全員で
フォーラムを行い、講義のまとめを製作物として
仕上げる。

 2011年3月11日14時46分18秒に発生した東北地方
太平洋沖地震とそれに伴う津波、東京電力福島第1
原子力発電所の事故は。東日本大震災（3.11）と
して未曾有の災害を日本と世界にもたらしまし
た。この東日本大震災は、学問の在り方について
も多くの問題を提起しています．しかしながら、
震災から5年が経過しました現在にいたるまで，こ
の震災と原発事故をどのように考えるのか、そし
て日本と世界は何を学ぶべきなのかについて、
「専門家」が異なる見解を示してきました． この
不確かで混乱している震災後の状況をまず理解す
ることが，今後の学問の在り方について、そして
大学における学びをめぐる議論の出発点になるの
ではないでしょうか。そもそも学問的な理論や研
究成果は、一定の条件のもとで選択された「仮
説」であることが多く、本質的に不確実性を抱え
ています。さらに研究成果が社会で利用される際
にも，その実施方法や評価基準は多様であり、当
事者との関係性や時代とともに変化しうるもので
す。この授業では、確固とした体系をもつと考え
られている学問の「不確かさ」に注目し、この共
通テーマについて5つの学部の教員が多様な分野か
ら考察することで，3.11後の大学における学びに
ついて考えることを目的としています．なお，本
授業 ブ グ科 すボランティアとはどのようなものでしょうか？こ
の授業では被災地支援、子ども支援、薬物乱用防
止など、現代社会の課題に市民として取り組んで
いく方法の一つとしてのボランティア活動につい
て体験的に学びます。ボランティア活動の現場へ
の参加が必須となります。

男女共同参画社会を生
きる

3.11と学問の不確かさ

ボランティアという生
き方

実践・宇都宮のまちづ
くり

総合系科目

総合系科目

総合系科目

総合系科目
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実際に生じた種々の分野での事例について検討
し教訓を得、日常の生活において取るべき態
度、万一の時に対応する能力を獲得する。自ら
の安心・安全のみならず、地域社会や組織にお
いて先導的な役割を果たせるような知識・能力
を身につける。

① 現代社会をクリティカル（critical）に読み
解き、地球的課題（global issues）に対する認
識や理解を深めること。② アクティブ・ラーニ
ングや参加型学習の考え方やその方法論の特徴
を理解すること。③ 共に生きることのできる公
正で持続可能な地球社会や地域社会を実現して
いくためのアクション・プランを発信するこ
と。

受講生が設定されたテーマに取組む実施過程に
おいて、自主性、創造性、独創性に加え、グ
ループのチームワーク、さらには、人や組織な
どとの間で意思疎通が図れるミュニケーション
能力を身に付ける。この授業では、グループ活
動に個人が参加して、グループとしての成果を
上げられるレベルにまで個人の諸能力を到達さ
せることを目標とする。

附属農場の自然環境の中で、五感全ての感じる
力を覚醒し、課題解決に向けて自ら考え、自発
的に行動する力を養う。

この授業では、茂木の里山を農村社会と自然環
境の２つの面から調査し、価値を理解すること
を目指します。さらに、こうした環境を持続さ
せるために何ができるのかを考え、提案しても
らいます。

本学の教育目標ならびに総合系科目が目
指す知と行動力を統合した行動的知性の
育成や、問題解決能力を備えた“あらた
な社会”を担う人材の養成に対応してい
る。

基盤教育の総合系科目では「変化が激し
い現代社会への視野を広げながら、持続
可能な社会を創造するために必要な科学
的根拠を備えた提案や行動に繋げられる
課題解決力」の養成が目指されていま
す。この授業では、アクティブ・ラーニ
ングや参加型学習が持つ知見や経験を活
用しながら、本学が掲げる学習・教育目
標にアプローチしていきます。

本科目は，大学の教育目標「1.現代社会
に必要なリテラシー(素養)、幅広く深い
教養と豊かな人間性を身につけるための
教養教育を行います。」に寄与する。

行動的知性を養うことを目指す大学の基
盤教育の柱として位置付けられる。

課題を設定し，その解決に向けた主体的
な取り組みができることをめざします。

附属農場における実習と関連する事前学習と事後
ディスカッションを通じて、我々の生活を支える
食・環境・生命について体験的に学ぶことを目的
としたアクティブ・ラーニング科目である。

栃木県の農山村の社会と 自然を素材として、専門
的な観点で調査研究をおこない、今までに学んだ
知識を実地で確かめることを目指しています。こ
れは皆さんが今まで学習したことの総仕上げとな
ると同時に、高校までとは異なる大学での学習の
やり方への導入にもなるでしょう。 調査対象地域
は栃木県南東部の茂木町です。八溝山地の山麓の
火山岩類が侵食されてできた低い山地で、緩やか
な斜面には「日本の棚田百選」に選ばれた「石畑
の棚田」をはじめ、数多くの棚田が作られていま
す。棚田周辺の里山は、かつては薪炭生産、昭和
30年代後半からは原木シイタケ栽培に利用され、
貴重な現金収入源となっています。一方で、全国
の中山間地域と同様に、茂木町でも過疎、高齢
化、外国農産物の輸入等が農業の衰退を招き、美
しい里山環境を変容させつつあります。 この授業
では、茂木の里山を自然環境と農村社会の２つの
面から調査し、価値を理解することを目指しま
す。さらに、こうした環境を持続させるために何
ができるのかを考え 授業の最後に提案してもら科学技術の発展により高度・複雑化した社会で
は、私たちの身の回りには思いもよらない種々の
危険が存在している。これらの危険を察知し、そ
の影響の程度を理解・判断し、対応する能力を身
につけることを目指すアクティブ・ラーニング科
目である。

 この授業では、現代社会が直面する貧困や格差、
環境破壊や人権侵害、文化摩擦や地域紛争などの
“グローカル”な問題をテーマとしたワーク
ショップを実際に体験しながら、地球社会の現状
を理解し、その解決策を検討します。また、アク
ティブ・ラーニングや参加型学習の基本的な考え
方やその方法論について概説することを目的とし
たアクティブ・ラーニング科目です。

本授業では「ものづくり」を通して、ものづくり
のセンス、ものづくりの精神、問題発見と解決能
力、そして最も大切な、新しいものを創りだす創
造性を身に付けることを目的とし、特に専門知識
を必要としない「ものづくり」の製作体験をす
る。受講生は設定されたテーマに取組み、グルー
プで自主的に「問題発見」「設計」「製作」「評
価」をし、成果の「発表」を行うことを目的とし
たアクティブ・ラーニング科目である。

危機を見つめる力

ワークショップで学ぶ
「変わりゆく現代社会

の中の私たち」

ものづくり体験

食と生命のフィールド
実践演習

里山のサステイナビリ
ティを考える

総合系科目

総合系科目

総合系科目

総合系科目

総合系科目



a 0.2

b 0.2

c 0.3

d 0.3

a 0.2

b 0.2

c 0.3

d 0.3

a 0.2

b 0.2

c 0.3

d 0.3

a 0.2

b 0.2

c 0.3

d 0.3

a 0.2

b 0.2

c 0.3

d 0.3

市民活動の組織や運営の実際に学びながら、次
のような点について理解を深めることを目標と
します。①「ボランタリー」や「ボランティ
ア」の原意やボランティア活動の原点を理解す
ること。②欧米や日本における市民活動の歴史
的展開や今日的状況を理解すること。③海外援
助における「援助」や「寄付」の意義や課題に
ついて理解すること。④日本のNPO/NGOのおかれ
た現状や課題、今後の役割などについて理解す
ること。

(1)大学で学ぶということを理解し、今後の学習
計画を立案できる力を身につけます。(2)自分の
人生において生涯学び続けるための核となる学
びを探求する姿勢を身につけます。(3)ピア・サ
ポートができるよう、大学教育の正しい理解と
支援できる力を身につけます。

情報発信の基礎的なワークを通して、メディ
ア・リテラシーを身に付けることを目標とす
る。

 様々な切り口で課題を認識し、それらに対する
アプローチの手法を学ぶことにより、ものごと
を多角的な視点から見る行動様式を身につけ
る。

 終章を支える社会資源と内在する課題について
理解し、それぞれの地域において誰もが人生の
終章を豊かに過ごせるような働きかけをするこ
とができる。

行動的知性の養成を目標とした総合系科
目として位置づけられます。他者とコ
ミュニケーションを図りながら課題を発
見し、解決しようとする態度の養成を目
指します。

本授業は、基盤教育の総合系科目に該当
する。社会問題や企業の第一線から見た
世界を知ることにより、変化が激しい現
代社会への視野を広げながら、持続可能
な社会を創造するために必要な、科学的
な根拠を備えた提案や行動に繋げられる
課題解決力、すなわち行動的知性の養成
に関連する。

 行動的知性の養成を目標とした総合系科
目として位置づけられる。ゲストスピー
カーと受講者間、あるいは受講者同士の
双方向型の討論等を積極的に取り入れた
参加型の授業スタイルとし、学生の主体
的な参画により、課題解決に向けた知の
統合を目指す。

 基盤教育科目の目標である行動的知性の
養成を進めるために、学外の実践家によ
る社会問題の第一線から見た世界を広げ
ることを意図している。また、学生同士
のコミュニケーションを促すアクティ
ブ・ラーニングという新しいスタイルで
の教養科目として位置づける。そのた
め、双方向型の討論等を積極的に取り入
れた参加型の授業スタイルを導入して、
学生の主体的な参画により、課題解決に
向けた知の統合へと進めていく。

基盤教育の総合系科目では「変化が激し
い現代社会への視野を広げながら、持続
可能な社会を創造するために必要な科学
的根拠を備えた提案や行動に繋げられる
課題解決力」の養成が目指されていま
す。この授業では、アクティブ・ラーニ
ングや参加型学習が持つ知見や経験を活
用しながら、本学が掲げる学習・教育目
標にアプローチしていきます。

「パンキョウ」、実に有意義な学びなんですよ。
「パンキョウ」の魅力は、卒業して社会人になっ
てから、ジワジワと身体の中に吹き出してきま
す。だったら、今のうちに勉強しておかなきゃソ
ン。この授業では、「パンキョウ（教養教育の蔑
称）」を学ぶ意義を理解し、「パンキョウ」って
実はこんなに奥が深かったんだということを理解
していきます。また、宇大の特色や学生生活を送
る中で感じたことを織り交ぜながら理想の授業に
ついて考えます。これらの経験から、ピア・サ
ポート（学生同士の支援、学び合い）ができる力
を身につけることを目指します
情報の高度・多様化により、企業や行政、さらに
は市民そのものがメディア化しつつあり、情報発
信スキルを持った人材へのニーズが高まってい
る。本授業では、地域コミュニティの再活性化の
ための方策のひとつとして、地域情報の役割と積
極的な発信について取り上げる。また、栃木県内
の情報を掘り起こし、発信するための基礎的なス
キル（企画力、取材力、編集力、拡散力）につい
て解説するとともに、新聞やモバイル等を活用
し、ニュース発信等の実践を行う。

 主に高齢者を対象とした地域住民の暮らし・生活
に必要な支援策及びその現状や課題に関する情報
を提供し、それをもとに対話を行う。授業は行政
職員を中心とするゲストスピーカーによるオムニ
バス形式とする。

 誰もが人生の終章を豊かに過ごすことを目指した
様々な制度やサービスが地域には存在している。
ゲストスピーカーによる県内外の具体的な事例を
通じて、それぞれの役割を理解することを目指
す。また、「終章」を取り巻く社会課題を学び、
その解決の方策も検討していく。

現代社会が直面する様々な社会問題の解決に向け
ては、政府や自治体をはじめ、NGOやNPOなどの市
民組織が「ボランタリー」な活動を展開していま
す。この授業では「ボランタリー」や「ボラン
ティア」の意味をはじめ、国内外で展開されてい
きた多様な社会運動や市民活動の歴史や現状につ
いて検討します。また、「市民による海外援助」
をテーマとしたワークショップを通じて、“援助
する”ことや“寄付すること”の意義や課題、そ
して、日本の市民組織が抱えてきた組織運営上の
現状や問題点などについても検討していきます。

ワークショップで学ぶ
「ボランティアと市民

活動」

宇大を学ぶ

地域メディア演習

とちぎ終章学特講

終章を支える社会資源
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この授業の目標は、地域の抱えるさまざまな課
題について一緒に考え、ディスカッションする
ことで、社会人として必要とされる課題抽出力
や解決力の習得、地域における金融機関の果た
す役割について理解することです。地方創生の
現場で起きていることについて考えることで、｢
あたりまえ｣の中にも改善すべき課題が存在する
こと、またその改善策について思考する基礎を
築いて欲しいと思います。

ISO１４００１の仕組みはかなり多岐にわたって
いるのですが、それの理解を深めること、およ
びその知識を実際の現場に当てはめ活用できる
ようにすることが大きな目標です。また市役所
職員と環境や行政の仕事というテーマについて
具体的に対話をすることを通じて、社会で通用
するコミュニケーション能力を身に着けること
も目指します。

地域課題の発見から解決までの過程に役立つ
「地域的編集」（その土地に適した、情報の掘
り起こしから企画・制作・情報発信まで）の基
礎的な力を身につけます。

基盤教育総合系科目の達成目標に沿っ
て、学外の社会人も招き行う課題解決型
学習の授業です。

本学習を通じて、地域の魅力を引き出
し、より良い地域をつくるために必要
な、幅広い知識の基礎と実践感覚を養う
こと。また、地域の課題を理解し、その
地域資源と特性を生かした｢地方創生｣を
考え実践できる人材の育成を目標としま
す。

実践的能力を身に着ける、コミュニケー
ション能力の形成

我が国全体が急速な人口減少と高齢化を迎えよう
としている中、栃木銀行は、平成27年2月に｢とち
ぎん地域産業創生プログラム｣を展開し、地方創生
に対する取組みを行って来ました。地域金融機関
として地域のさまざまな課題解決のために、地域
資源を活用した地域独自の地方創生についての当
行の取組みを、事例を交えて講義します。当行地
域創生室とともに、実社会に提案できる課題解決
策について一緒に考えていくアクティブ･ラーニン
グ科目です。

宇都宮市役所の環境対策の実施状況を実地で監査
します。宇都宮市役所は現在ISO14001という国際
規格に基づいて環境マネージメントシステムを構
築し、それを実施しています。それが約束通りに
実施されているかを学生が監査します。学生は2名
程度のチームを組んで市役所の「課」などの部署
に訪問して、書類のチェックと実地の観察を行
い、環境マネージメントシステムとの整合性につ
いて考察します。この監査は「練習」といった性
格ではなく、宇都宮市役所の「環境マネージメン
トシステム」に組み入れられた実質的な活動です
（ですから市役所に対して「守秘義務」を負いま
す）。監査実務までに演習を繰り返して、ISO1400
１の仕組みの理解を深めるとともに、監査のシ
ミュレーションを行って、自信をもって参加でき
るようにします。

「地域編集論」は、地域振興のためのさまざまな
施策やプロジェクトの構想・企画・運営において
有効に活用されるべき「編集」という「技術」の
「思想と手法」を、皆さんと一緒に探求する授業
です。情報を「集めて」「編んで」メディアを制
作するスキル、編集。さまざまな情報が溢れる現
代社会においては、情報の編集を適切に行うこと
が重要であり、地域社会の運営においても適切な
「編集活動」が果たす役割は重要度を増していま
す。この授業では、「地域の情報（天然資源・人
的資源）を自ら掘り起こし（集めて）、本質的な
理解を試み、そこに価値付けと再構築を行い（編
んで）、事業を生み出し、その価値を発信してい
く」という一連の活動を「地域編集」として定義
します。県内地域および日本各地で行われている
地域振興の施策や情報発信について、「地域編
集」という視点から事例研究を行い、メディア制
作や地域振興の専門家を招いて学びながら、その
過程での気づきや学びをもとに、企画立案と広報
宣伝のためのフライヤー（チラシとも言います）

地域金融機関とともに
「地方創生」を考える
(アクティブラーニン

グ科目)

環境マネジメント実践

地域編集論～地域振興
と情報発信

総合系科目

総合系科目

総合系科目
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(1)自らの考え方を持ちながら、他者の意見を聴
くことで共通性や差異を理解し、物事を多面的
に考える力を身に付ける。(2)他者と関わりなが
ら生涯にわたって主体的に学ぶ意欲を喚起しま
す。

日本各地の社会課題とその取り組みの視点や現
状を知り、栃木を始めとする履修者の“地元”
に落とし込み、自分事として主体的にその働き
方を思考するマインド醸成を図る。いわば、ア
ウトサイド・イン（外から内へ）の形で知識を
吸収し、今後「内＝地元」を知り、今後の活動
や学びに生かすステップとする。

?地域社会の課題を自分自身の学びや生活との関
係性において捉え、現代社会に生きる当事者と
しての基本的な学びの姿勢を身につけます。?地
域社会の可能性を自分自身のこれからの可能性
と重ねあわせ、専門で学ぶことを活かし、ポジ
ティブに課題の解決策や可能性の活かし方を考
えていくための基礎体力を養成します。

企業の第一線から見た世界を知ることにより、
変化が激しい現代社会への視野を広げます。業
界研究のグループワークを通し、コミュニケー
ション力、情報収集力、情報整理力、プレゼン
テーション力、チームワーク力の向上を目標と
します。

日本各地の社会課題とその取り組みの視
点や現状を知り、栃木を始めとする履修
者の“地元”に落とし込み、自分事とし
て主体的にその働き方を思考するマイン
ド醸成を図る。いわば、アウトサイド・
イン（外から内へ）の形で知識を吸収
し、今後「内＝地元」を知り、今後の活
動や学びに生かすステップとする。

基盤教育総合系科目の達成目標に沿っ
て、学外の社会人も招いて行う課題解決
型学習の授業です。

基盤教育科目の達成目標にもとづき、ア
クティブ・ラーニングを取り入れた授業
です。

行動的知性の養成を目標とした総合系科
目として位置づけられます。他者とコ
ミュニケーションを図りながら思考を深
めようとする態度の養成を目指します。

卒業後、どこで、何をして、どう生きていく？大
学で学ぶ数年間の拠点となる「栃木」を知り、
「栃木」を通して「地域社会」を知り、栃木を
フィールドに「仕事とは何か」を考えることを通
して、「地域社会」と「自分自身の生き方」「働
き方」の関係性を学びます。栃木県職員や県内の
民間企業で働く先輩、ほぼ同世代の地域おこし協
力隊員、東京都内で働く先輩などを迎えての講義
やディスカッションを通して思考を深め、その過
程での皆さんの気づきをもとに栃木県にプレゼン
する企画の制作を行います。この授業では、「仕
事」の定義を、単に報酬に代える「労働」として
ではなく、社会参画の「活動」として考えます。
それは何故でしょう。「そもそも地域で働くって
どういうこと？」という発問から授業を始めてい
きます。

多様な業界の動向や、様々な仕事・職種につい
て、栃木県を基点に活躍する実務家から学びま
す。本学学生が多く就職している業界や、興味深
い新業態などを中心に、皆さんがよく知る企業か
ら、あまり馴染みがない企業まで、バラエティ豊
かなゲストを栃木県経済同友会を中心にお招きす
る予定です。1・2年生だけでなく、これから就職
活動を迎える3年生や、就職活動を終えて社会に出
ていく4年生にも参考となる内容です。

この授業は昨年度の基盤教育科目「宇大を学ぶ」
を履修した学生有志が教員と協働して考えまし
た。学生にとって基盤教育としてどのようなこと
を学びたいか、どのような授業の進め方であれば
効果的に学べるかについて話し合いました。実際
の授業では有志がＴＡ（ティーチングアシスタン
ト）として皆さんの学修をサポートします。この
ような学生参画型の授業の開設はおそらく宇大初
の試みになります。現代社会において大学生活を
どのように過ごすのかを考えるうえで重要でも授
業ではなかなか取り扱われないテーマを敢えて取
り上げ、意見交換を通じて自分の考え方の幅を広
げていきます。

ソーシャル・イノベーション（社会変革）とは、
地域活性化・教育格差・若者の雇用・女性活躍等
社会課題を行政だけに頼るのではなく、私達がな
んらか所属している産官学民各セクターの協働・
知恵・先進的なビジネス手法などで、克服しよう
とする在り様を指す言葉。ちなみに、産は「産業
界や個別企業」、官は「「中央官庁、地方自治
体」、学は「大学、高校等」、民は「NPOや任意団
体等」の意味。その主要プレイヤーは社会起業家
と呼ばれるが、現在では企業に勤めながら、ある
いは学生もなんらか関与することで、「課題先進
国」と呼ばれる課題満載の日本に貢献できること
が期待されている。ここでは、広く日本各地の先
進的な取り組み事例を学び、議論する。後半の
13・14回は、全国の事例ととちぎで行われている
同様の事例と対比をして、理解をより深める。

宇大生の宇大生による
宇大生のための理想の

授業

ソーシャル・イノベー
ション（社会変革）概

論

とちぎ仕事学

とちぎ企業人に学ぶ
～業界・仕事・社会～

総合系科目

総合系科目

総合系科目

総合系科目
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①経済・社会の変化、企業の経営・人事戦略の
変化、働き方の多様化など働くことを取り巻く
状況の変化を知るとともに、それを踏まえ職業
や働き方についての理解を深める、②自己理解
を深める③進路・職業選択などに向けての考え
方を整理し、具体的な行動の方法やアプローチ
のしかたを理解する。また、授業の中のグルー
プワークやインタビュー等様々な体験を通じ
て、人とのコミュニケーションや自己表現等社
会へ出ていくために必要な力をつける。

（１）グローバルな時代における経済環境と企
業行動を理解する、（２）社会で働くうえで必
要な「自律心」と「価値観」について考える、
（３）「学生から社会人への移行」に際して必
要な基礎的な「キャリア観」（生きることや働
くことをどのように捉えているか）を身につ
け、適切な行動に向けて一歩踏み出す力を養
う。

１．大学生である自分自身を客観的に捉えるこ
とができる （a）大学生の置かれた状況を理解
し、整理することができる （b）ブラックバイ
トを生み出している要因を自らの言葉で説明で
きる２．基礎的な社会調査を実施し、結果を分
析することができる （a）調査データを正しく
読み取ることができる （b）調査を設計し、結
果を整理することができる３．他者の置かれた
状況を理解することができる

新聞等の金融経済に関する記事への興味・関心
を深め、またそれらを読んで理解できるように
なることを目指します。

自分がどんなキャリアデザインを描くのか、ど
んな職業選択をするのか、そのためにはどんな
大学生活を送ったらよいかを考える材料ときっ
かけとして、まず、大きく変容している経済・
社会、産業そして、企業経営・人事の方針、働
き方の多様化、職業の実態と問題点、働く者を
守る法制度などを正しく理解し、自分と社会と
の関わりを考える。

・大学での自律的な生活や学びを理解す
ることができるに関連しています

金融の基礎を学ぶことを通じて、我々を
取り巻く経済社会を理解するとともに、
卒業後歩み出す実社会を一歩先取りして
見据えることが期待されている。このこ
とは教養科目および総合系科目が目標と
する、視野を広げること、豊かな人間性
を育むことに対応しており、金融リテラ
シーを備えて社会に巣立つことは行動的
知性とも強い関連を有しています。

変化する社会の中で未来を切り開く知力
と行動力を持ち、社会的・職業的に自立
して新しい時代に自分らしく活躍するた
めに必要な、基盤となる姿勢と能力を育
成する場を提供する。

変化する社会の中で未来を切り開く知力
と行動力を持ち、社会的・職業的に自立
して新しい時代に自分らしく活躍するた
めに必要な、基盤となる姿勢と能力を育
成する場を提供する。

変化する社会の中で未来を切り開く知力
と行動力を持ち、社会的・職業的に自立
して新しい時代に自分らしく活躍するた
めに必要な、基盤となる姿勢と能力を育
成する場を提供する。

経済・社会の変化に伴って、働き方・働かせ方が
大きく変化している。その中で生涯を通じてどの
ようにどんな職業と関わるのか、どう生きるのか
を考え、主体的に選択していくこととなる。その
ためにはまず、自分が船出していくこの社会や経
済、産業、職業など働くことに関する現実を正し
く理解することがとても大切である。この授業は
こうした働くことに関するさまざまなテーマにつ
いて最新の情報により、その実態と課題を正しく
理解するとともに、視野を広げ、自分の進路につ
いて考えるきっかけを得ることができる基礎的な
キャリア教育科目である
 経済・社会の大きな変化に伴い、働き方、働かせ
方も大きく変化している中にあって、自分らしく
活き活きと生きるために生涯を通じてどのように
職業とかかわるのか、どのような職業人生を生き
るのか、そのために大学生活をどう送るのか、な
ど、自らのキャリアデザインを描き、行動するこ
とが大切である。この授業は、自分の将来を考え
キャリアデザインを具体的に描くための考え方、
きっかけ、知識、方法等を提供する基礎的なキャ
リア科目である。

やりがいのある仕事を通じて自己の成長を図り、
グローバルな時代の中で自らのキャリアを形成し
ていくためには、何を身につけるべきか。日本IBM
の人事に所属する担当教員と共に働く人々のリア
ルな姿を捉えながら、「働くことの意味」につい
て考えていきます。

この授業では、青年期特有の課題である働くこと
とと学ぶことにまつわるトピックついて考えてい
きます。今年度は現代的な問題として「ブラック
バイト」を取り上げます。「ブラックバイト」と
は、学生が学生らしい生活を送れなくなってしま
うアルバイトのことで、2013年につくられた新し
い言葉です。

経済や金融の基礎知識、日本経済の現状・課題を
学習した上で、栃木県を中心とした地域経済の課
題や活性化策について考えるアクティブ・ラーニ
ング科目です。明治28（1895）年創業の「足利銀
行」の歴史や、地域金融機関の役割を通じて見え
る地域経済の今日的な課題など、実学を幅広く取
り上げることを予定しています。

キャリアデザイン

働くことの意味と実際

青年期教育論

地域金融論

人間と社会

総合系科目

総合系科目

基盤キャリア教育科
目

基盤キャリア教育科
目

基盤キャリア教育科
目
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起業家精神（アントレプレナーシップ）を養う
とともに，基本的なビジネス知識の習得とアイ
デアを実現していく道筋を理解する。ビジネス
やNPOなどの「起業」を志すだけでなく，今後の
社会生活の中で必要とされる柔軟な発想力やそ
れを実現する力を養うことを目指し，就職先で
も活躍できる力を育成する。

☆仕事は生活から切り離された活動ではないこ
とを理解し、より良く生きるための「場」とし
て両者のかかわりを理解することから、「仕事
をすること」の意味を考える。☆「自分にとっ
て価値ある生き方」とは本質的にどういうこと
なのかを洞察し、それに向かっていくための目
標達成法を理解し、実行できるようになる。☆
自分を取り巻く様々な「しくみ」に気づき、自
分らしく生きるきっかけをつくる。

（１）人材マネジメントを中心とした企業のグ
ローバル戦略を理解する、（２）グローバルな
時代における様々な「働き方」を知る、（３）
「企業の求める人材像」について考え、適切な
行動に向けて自らが一歩踏み出す力を養う。

社会人となって企業の一員となる時に、あるい
は、自ら起業して会社を営む時に有用な、企業
経営とはどのようなものであるかを知り、継続
して自らの学ぶための基礎的な土台をつくる。

◇企業と社会の実態を学ぶ ◇自分にあった仕事
を考える ◇本当の就職活動のあり方を知る。そ
して、◇人生を明るく前向きに捉えることがで
きる ◇自分らしい価値観をもって自律行動がと
れる

変化する社会の中で未来を切り拓く知力
と行動力を持ち，社会的・職業的に自立
して新しい時代に自分らしく活躍するこ
とを目指す姿勢，職業や働き方への理
解，自己理解を深めるために必要な知
識・技能を修得することに役立つ

変化する社会の中で未来を切り開く知力
と行動力を持ち、社会的・職業的に自立
して新しい時代に自分らしく活躍するた
めに必要な、基盤となる姿勢と能力を育
成する場を提供する。

変化する社会の中で未来を切り開く知力
と行動力を持ち、社会的・職業的に自立
して新しい時代に自分らしく活躍するた
めに必要な、基盤となる姿勢と能力を育
成する場を提供する。

本講義には“実践企業人材論”とのタイ
トルがついていますが、必ずしも企業内
における人材だけに焦点を合わせてはい
ません。広く社会で働くことの意義や主
体的な人生の歩み方についても理解を深
めていく選択科目です。

変化する社会の中で未来を切り開く知力
と行動力を持ち，社会的・職業的に自立
して新しい時代に自分らしく活躍するた
めに必要な，基盤となる姿勢と能力を育
成する場を提供する。

グローバル化が進行する現代社会においてなくて
はならない存在であり、多くが職業人としてその
一員となる企業とはどのようなもので、どのよう
に運営されているのかについての基礎知識を学
ぶ。

２９歳で会社を設立し、すでに３社を立ち上げ３
０年の企業経営経験をもつ現役経営者の実践的な
企業人材論です。授業では社会の実際、企業の実
態を本音で語ります。企業の実像を明らかにしな
がら、同時に、いかに“自分を生きるか？”。そ
して、“夢と理想に向かった力強い人生を歩む
か？”を共に考えていく講座です。その上で、
“自分にあった仕事は何か？”や“真の仕事のや
りがいとは？”“実力養成と収入の関係とは？”
といった現実の問題を楽しく学んでいきます。

ベンチャー企業の事例や，実際の起業家との対話
を通じ，「起業」という社会活動について学習
し，これからの若者に必要とされる資質や起業家
精神（アントレプレナーシップ）を養う。また，
実際に自らのビジネスアイデアを考え，他者にプ
レゼンテーションすることで，企画・提案の楽し
さを体験するとともに，ビジネスに必要な基礎的
なスキルを習得する。

日光東照宮にある家康の墓に続く石段の欄干の柱
には，「人生は重き荷物を背負いて長き坂を上る
が如し，・・・」と刻まれている。今であれば，
荷物の配送システムもあり，自動車で坂を上るこ
とができる。でもはたして，今は昔に比べて生き
易くなったのであろうか？周りを見渡すと生き辛
さを感じさせるようなことが溢れているようにも
感じられる。このような現代において，「より良
く生きる」とはどういうことなのか？ この講義で
は、①「自分にとって価値ある生き方」をキー
ワードに「人は何のために生きているのか」を考
え、②「目標達成」をキーワードに、そのための
スキル（自分の力に気づき、伸ばす）を身に付け
ることを目的とする企業のグローバル戦略、とりわけ人材マネジメン
ト戦略を中心に学びながら、グローバルな時代に
おける仕事に対するリアリティを高めます。その
上で、日本IBMの人事所属の担当教員と共に、自己
の成長を図りながら、逞しく生きていくためには
何を身につけるべきか考えていきます。

起業の実際と理論

より良く生きる

企業のグローバル戦略
とキャリア形成

グローバル時代の企業
経営

実践企業人材論

基盤キャリア教育科
目

基盤キャリア教育科
目

基盤キャリア教育科
目

基盤キャリア教育科
目

基盤キャリア教育科
目
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大学学部レベルでの勉学に必要な学術的な文章
が読めるようになることを目指します。

大学で書くレポートや論文に必要となる日本語
力を身につけることを目指します。

大学での専門的な勉学の基本となる日本語能力
の習得を目指します。

・働く意義を学ぶ（就業観の育成）と同時に、
大学での学びと就職が結びついていることを知
る。・就職が到達点ではなく、生涯にわたり
キャリア形成が図られることを理解する。

 学生各自が作物栽培を最初から最後まで一貫し
て体得する一方、その経験を基に自身で授業を
行うなどして、作物栽培と農業についての「原
点」を実感することで、自ら考えて行動する素
養やチャレンジ精神を育むことが目標である。

基盤教育留学生日本語科目の達成目標に
対応します。

基盤教育留学生日本語科目の達成目標に
対応します。

基盤教育留学生日本語科目の達成目標に
対応します。

 作物生産についての「生き生きとした現
実･事実」を体感し、広い視野と主体性を
育むという点で、学内で行う『課題発見･
解決型インターンシップ』に相当する。

それぞれの教員による講義を聞き、グ
ループで話し合うことで、さまざまな学
問・職業分野の存在や働き方・生き方へ
の理解を深められるようになっており、
これは視野を広げることや自らのキャリ
アデザイン力の育成と強く関連していま
す。

１年次の留学生を対象に、大学の勉学に必要な日
本語能力を総合的に身につけます。大学生活を想
定した種々の日本語運用場面を取り上げるととも
に、学術的な場面での話し言葉と書き言葉の違い
についても学び、日本語能力の向上を図ります。

本授業では、学部１年次生の留学生を対象にした
上級レベルの日本語学習として、論説文を読み解
く力を養います。また、関連する語彙や文法項目
についても取り上げます。

大学で書くレポートや論文は、手紙や感想文、作
文の文章とは異なり、事実や意見を客観的・論理
的に述べることが必要です。この授業では、学術
的な文章の書き方と日本語表現を学びます。１年
次の留学生を対象にした授業です。

学長自ら代表を務める唯一の科目です。本学の教
職員10名が、学生のみなさんに対して人生の先輩
として、学生時代を含めこれまでのキャリアを振
り返りながらメッセージを伝えます。それぞれの
先輩がこれまで歩んできた道でどのようなことに
悩み、いかに乗り越えてきたのかについて聞くこ
とで、これから先の人生について考えを深めるこ
とを目指します。

 我が国の農業生産者の平均年齢は現在70歳に近
く、4~5年後にその多くが年金生活に移行するに
伴って、農業生産に携わる人口が激減することは
不可避であり、それに伴う地域社会や経済の縮小
も懸念される。一方この状況は、異なる業種の企
業や個人が農業分野に新規参入する格好のチャン
スであるものの、農業が生物や自然現象を対象と
する『業』であるためか、定着する事例は少な
い。この授業はこのような実情を現実的かつ多面
的に把握し、農学部以外の学生であっても作物生
産を実際に体感してみて、将来のキャリア形成上
の選択肢を広げ、農業分野で起業する場合の視点
／知識や、起業しないまでも作物生産に携わる業
種への理解を育む実習である。

日本語アカデミック・
リーディングⅠ

日本語アカデミック・
ライティング

アカデミック・ジャパ
ニーズ

先輩に学ぶ

実践して学ぶミニ農業
生産

留学生日本語科目

留学生日本語科目

留学生日本語科目

基盤キャリア教育科
目

基盤キャリア教育科
目
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1. 日本の自然、社会・文化を概観し、2. 日本
人の信念、感性、美観を理解して、3. 日本と日
本人の特異性、伝統、奥義を体感する。

1．中級程度の文章を読解できるようになる。
2．習得した表現や文法を用いて作文や簡単な翻
訳ができるようになる。

（１）大学学部レベルでの専門科目に必要な学
術的な文章が読めるようになること、（２）レ
ポート・論文の引用ができるようになるための
読解力を身につけることを目指します。

学術的なプレゼンテーションの場面に必要とな
る日本語表現が適切に使えるようになることを
目指します。

科学技術分野の留学生が，大学での専門的な勉
学・研究に必要となる日本語能力を身につける
ことを目指します。

基盤教育留学生日本語科目の達成目標に
対応します。

基盤教育留学生日本語科目の達成目標に
関連します。

基盤教育留学生日本語科目の達成目標に
対応します。

Students will begin to understand the
ways in which culture constructs
identity as well as the means whereby
culture uses identity formation to
inscribe specific world views in the
process of building literacy with
regard to Japanese culture.

 この授業は、基盤教育の教育目標１「現
代社会に必要なリテラシー、幅広く深い
教養と豊かな人間性を身につけるための
教養教育を行います」に対応します。ま
た、国際学部の外国語科目の教育目標
「世界の各地域とその文化を現地の言語
でより深く理解するための基礎学力を養
成する」に対応します。

本授業では，科学技術分野で必要とされる日本語
を総合的に学びます。科学技術に関連するトピッ
クを取り上げ，日本語能力の向上を図ります。

This is a hands-on course through which we
will be experiencing Japan. Be prepared to
engage yourselves fully with Japanese
culture.

 タイ語入門を学んだ者を対象に、タイ語の類別
詞、形容詞、動詞連続、助動詞、依頼、比較など
のさまざまな中級程度の文法を学びます。

本授業では、大学学部レベルでの専門科目で扱う
ような専門性の高い文章の読解力を養います。ま
た、レポート・論文の執筆に不可欠な「引用」の
ための読解についても学びます。関連する語彙や
文法項目についても取り上げます。

本授業では、大学のゼミや演習科目での発表場面
を想定し、プレゼンテーション全般に必要となる
日本語表現を総合的に学びます。日本語による文
章表現と口頭表現の違いに留意しながら発表練習
を行うとともに、発表レジュメやスライド資料の
作成に必要な表現形式についても取り上げます。
留学生を対象にした授業です。

日本事情

タイ語応用Ⅰ

日本語アカデミック・
リーディングⅡ

日本語アカデミック・
プレゼンテーション

科学技術のための専門
日本語

留学生日本語科目

留学生日本語科目

留学生日本語科目

留学生日本語科目

専門導入科目
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前期にひきつづき、フランス語の基礎的な文法
を確認しながら、フランス語による意思表示の
ための基礎的な力を習得します。フランス語講
読との同時履修によって、後期の終了時点で、
フランス語検定試験3級に合格できるだけの実力
を身につけてもらいます。

1．中級程度の文章を読解できるようになる。
2．習得した表現や文法を用いてより複雑な作文
や訳文ができるようになる。

ドイツ語の実践を意識しつつ、「読み」「聴
く」「話す」「書く」能力の向上を目指しま
す。ドイツの大学へ留学するための基礎的準備
を整えます。

ドイツ語の中級レベルの能力の獲得に努めま
す。ドイツ語技能検定試験４級・３級の受験資
格および合格を目標とします。

フランス語の基礎的な文法を確認しながら、フ
ランス語による意思表示のための基礎的な力を
習得します。フランス語講読との同時履修に
よって、１年を通して、フランス語検定試験3級
に合格できるだけの実力を身につけてもらいま
す。

この授業は、基盤教育の教育目標１「現
代社会に必要なリテラシー、幅広く深い
教養と豊かな人間性を身につけるための
教養教育を行います」に対応します。ま
た、国際学部の外国語科目の教育目標
「世界の各地域とその文化を現地の言語
でより深く理解するための基礎学力を養
成する」に対応します。

ドイツ語を学修することは、日本語を勉
強することでもあり、コミュニケーショ
ンの方法を身に付けることでもあり、教
養を深めることでもあります。留学のた
めの基礎的準備、ドイツ語技能検定試験
の受験準備に役立つ授業内容とします。

ドイツ語能力の向上のみならず、ドイツ
語の学修を通して広くドイツ語圏の文
化・社会についての知識を深化させるこ
とも目標とします。また、ドイツの大学
へ留学するためのドイツ語能力の涵養に
努めます。

この授業は、宇都宮大学基盤教育の教育
目標１「現代社会に必要なリテラシー、
幅広く深い教養と豊かな人間性を身につ
けるための教養教育を行います」に対応
します。また、専門導入科目としては、
国際学部の教育目標（Ｃ）の特に「上記
の事柄に必要な外国語（…）に習熟す
る」に対応します。

この授業は、宇都宮大学基盤教育の教育
目標１「現代社会に必要なリテラシー、
幅広く深い教養と豊かな人間性を身につ
けるための教養教育を行います」に対応
します。また、専門導入科目としては、
国際学部の教育目標（Ｃ）の特に「上記
の事柄に必要な外国語（…）に習熟す
る」に対応します。

ドイツ語の基礎的知識について復習しつつ実践的
ドイツ語のトレーニングをします。

この授業は、フランス語の基礎知識を持つ者を対
象とします。講義は原則としてフランス語で行い
ます。教科書などの会話シーンをもとに、日常的
な場面におけるフランス語の基本的な表現を学び
ます。会話のまね、聞き取り、自己紹介など、履
修者の積極的な参加を求める授業です。

フランス語応用Iの修了者を対象とする授業です。
前期にひきつづき、講義は原則としてフランス語
で行います。教科書や映画などの会話のシーンを
もとに、日常的な場面におけるフランス語の基本
的な表現を学びます。会話のまね、聞き取り、自
己紹介など、履修者の積極的な参加を求める授業
です。

タイ語のアスペクト、助動詞、モダリティ、とさ
まざまな接続詞などの中級程度の文法を学びま
す。

ドイツ語の基礎的能力の向上およびドイツ語の実
践的表現力を養います。

フランス語応用Ⅱ

タイ語応用Ⅱ

ドイツ語応用Ⅰ

ドイツ語応用Ⅱ

フランス語応用Ⅰ

専門導入科目

専門導入科目

専門導入科目

専門導入科目

専門導入科目
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中国語で基本的な会話ができることを目標とす
る。特に、話す、聞く力を身につけることを重
視する。

中国語で一般的な会話ができることを目標とす
る。特に、話す、聞く力を身につけることを重
視する。

日常生活における様々な場面において、理由、
提案、勧誘、状況説明などの表現が活用できる
ようにします。様々な文法を学ぶことによって
より朝鮮語に慣れ、作文や会話を作ったり、口
頭演習を行ったりして自然に朝鮮語が話せるこ
とを目指します。

前期に続き、日常生活における様々な場面にお
いての表現が活用できるようにします。様々な
文法を学ぶことによってより朝鮮語に慣れ、作
文や会話を作ったり、口頭演習を行ったりして
自然に朝鮮語が話せることを目指します。

スペイン語応用Iとスペイン語IIを１年間受講す
ることにより、毎年春、秋に行われるスペイン
語検定試験の入門レベル（6~4級）か外国語とし
てのスペイン語検定試験（A1~A2）に合格できる
ような実力を養成します。

中国語の基礎能力を養うとともに、中国
文化へ興味を喚起し、中国地域に対する
理解を深め、視野を広げる。

基盤教育関係の初習外国語系科目の教育
目標に対応します。

基盤教育関係の初習外国語系科目の教育
目標に対応します。

本演習は専門導入科目であり、スペイン
語圏地域について関心がある学生、ある
いはスペイン語を学習したい学生を対象
とします。

中国語の基礎能力を養うとともに、中国
文化へ興味を喚起し、中国地域に対する
理解を深め、視野を広げる。

「朝鮮語基礎ⅠⅡ」「朝鮮語基礎ⅢⅣ」で学習し
た基礎的な文法や基本フレーズを踏まえ、基礎会
話能力を向上させるための中級レベルの語彙・文
法を中心に学習します。とりわけ、語彙・聞き取
り・会話の表現力を高めて朝鮮語と日本語の差異
についても理解を深めていきます。したがって、
日本語と比較しながら、朝鮮語独特の表現力と洗
練された表現力を身に付けます。

スペイン語圏への留学、旅行、就職など、日常生
活の場面に応じた簡単で短い実用的な文章を読
め、日常的な会話ができるように練習します。

中国語基礎Ⅰ～Ⅳを履修し、中国語の発音、初級
文法を一通り習得した学習者を対象に、初歩文法
を復習しながら、中級中国語への橋渡しをする授
業である。

中国語応用Ⅰを履修した学習者を対象に、上級中
国語への橋渡しをする授業である。

「朝鮮語基礎ⅠⅡ」「朝鮮語基礎ⅢⅣ」で学習し
た基礎的な文法や基本フレーズを踏まえ、基礎会
話能力を向上させるための中級レベルの語彙・文
法を中心に学習します。とりわけ、語彙・聞き取
り・会話の表現力を高め、朝鮮語と日本語の差異
についても理解を深めていきます。したがって、
日本語と比較しながら、朝鮮語独特の表現力と洗
練された表現力を身に付けます。

中国語応用Ⅰ

中国語応用Ⅱ

朝鮮語応用Ⅰ

朝鮮語応用Ⅱ

スペイン語応用Ⅰ

専門導入科目

専門導入科目

専門導入科目

専門導入科目

専門導入科目
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スペイン語を楽しく学習できるように文法を勉
強しながら、その文法について、スペインとラ
テンアメリカ文化を紹介する。毎年春、秋に行
われるスペイン語技能検定試験の入門レベル
（6~4級）か外国語としてのスペイン語検定試験
（A1~A2）に合格できるような実力を養成しま
す。

前期・後期を合わせ１年間のドイツ語学習によ
り基本文法の理解や簡単な会話、文章の読み書
きができるようになることを目標とする。

前期・後期を合わせ１年間のドイツ語学習によ
り基本文法の理解や簡単な会話、文章の読み書
きができるようになることを目標とする。

挨拶、自己紹介や数量の表現など、日常の様々
なシチュエーションに応じた表現を習得しま
す。発音練習や聞き取りを通じフランス語の表
現に親しみ、フランス語の基礎文法の習得を目
指します。また、専門課程をより深く学ぶため
の語学力・表現力を磨きます。

挨拶、自己紹介や数量の表現など、日常の様々
なシチュエーションに応じた表現を習得しま
す。発音練習や聞き取りを通じフランス語の表
現に親しむこと、またそれに対応したフランス
語の基礎文法の習得を目指します。

英語以外の言語を学ぶことで、多様な地
域や文化を現地の言語で理解し、効果的
にコミュニケーションを行うための基礎
力を身につけることが目指される。

基盤教育（国際学部）の達成目標、
「「読む」・「書く」・「話す」・「聴
く」の基礎的能力を養うとともに、当該
国（フランス）・地域の社会。文化に対
する関心を喚起し、その基礎的理解を涵
養すること」に相当します。

以下の目標に関連します。「「読む」・
「書く」・「話す」・「聴く」の基礎的
能力を養うとともに、当該国（フラン
ス）・地域の社会、文化に対する関心を
喚起し、その基礎的理解を涵養するこ
と」

本演習は国際学部の専門導入語科目であ
り、スペイン語圏地域について関心があ
る学生、あるいはスペイン語を学習した
い学生を対象とします。

英語以外の言語を学ぶことで、多様な地
域や文化を現地の言語で理解し、効果的
にコミュニケーションを行うための基礎
力を身につけることが目指される。

フランス語を初めて学ぶ人を対象に、基本的なフ
ランス語の会話表現を学びます。またそのために
必要なフランス語文法の学習を並行して進めま
す。

スペイン語圏への留学、旅行、就職など、日常生
活の場面に応じた簡単で短い実用的な文章を読
め、日常的な会話ができるように練習します。

※再履修者限定の開講です。1 年次生は受講でき
ません。本授業では、ドイツ語の「読む」「書
く」「話す」「聴く」基礎的能力を涵養する。

※再履修者限定の開講です。1 年次生は受講でき
ません。本授業では、「ドイツ語基礎Ⅲ」に引き
続いて、ドイツ語の「読む」「書く」「話す」
「聴く」基礎的能力を涵養する。

フランス語を初めて学ぶ人を対象に、基本的なフ
ランス語の会話表現を学びます。またそのために
必要なフランス語文法の学習を並行して進めま
す。

スペイン語応用Ⅱ

ドイツ語基礎Ⅲ

ドイツ語基礎Ⅳ

フランス語基礎Ⅲ

フランス語基礎Ⅳ

専門導入科目

専門導入科目

専門導入科目

専門導入科目

専門導入科目
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受講者には、前期に開講される中国語基礎Ⅲと
合わせて一年の学習を経た後、挨拶や教室用
語、日常生活で用いるような平易な中国語を聞
き、話すことができるなど、中国語の基礎をマ
スターして欲しいと思います（中国語検定准４
級レベル)。具体的には、簡体字とピンインを筆
記でき、中日辞典を自力で引け、辞書があれば
簡単な文章を読むことができ、日常生活での常
用語５００?１０００語を使った単文の日本語訳
と日本語の中国語訳ができるようになることを
要求します。また、テキスト学習の合間に近年
の中国事情紹介も行う予定ですので、中国語と
いう言葉だけではなく、その言葉が使用されて
いる中国社会に興味をもってもらえればと思い
ます。

やさしいスペイン語の発話能力と語彙力を養う
ことを目的に授業を進めます。最大の目標は、
基本動詞を正確に活用させて使えるようにする
ことです。これに加えて、本授業では語彙力を
養うことも重要な課題になります。会話のテー
マに沿った語彙の用意がないと、ごくかんたん
な会話でさえ成り立ちませんので、単語レベ
ル、あるいは語句レベルでの準備をしっかりと
行った上で、平易な文章を正確に作る練習を行
います。

やさしいスペイン語の発話能力と語彙力を養う
ことを目的に授業を進めます。最大の目標は、
基本動詞を正確に活用させて使えるようにする
ことです。これに加えて、本授業では語彙力を
養うことも重要な課題になります。会話のテー
マに沿った語彙の用意がないと、ごくかんたん
な会話でさえ成り立ちませんので、単語レベ
ル、あるいは語句レベルでの準備をしっかりと
行った上で、平易な文章を正確に作る練習を行
います。

タイ語の読みかたの規則を短期間で理解し、正
確に読む力と発音を身につけることを目標とし
ます。

受講者には、本授業の受講後、中国語学習を進
めていく上での基礎的知識を身につけているこ
と、中国語学習の準備が完了していることを要
求します。また、後期に開講される中国語入門
基礎Ⅱとあわせ一年の学習を経た後、基礎的会
話能力や聴解力を具備することを要求します
（中国語検定准４級レベル）。また、テキスト
学習の合間に近年の中国事情紹介も行う予定で
すので、中国語という言葉だけではなく、その
言葉が使用されている中国社会に興味をもって
もらえればと思います。

当科目を履修できるのは、これまで初級
スペイン語を学んだ経験がある方、ある
いは本学で前期開講のスペイン語基礎科
目の単位を取得した方に限られます。ス
ペイン語技能検定試験などの資格試験に
合格している方は、担当者に相談してく
ださい。

この授業は、基盤教育の教育目標１「現
代社会に必要なリテラシー、幅広く深い
教養と豊かな人間性を身につけるための
教養教育を行います」に対応します。

大学に入学する以前，学んだ経験のない
中国語の学習を通じ，「読む」，「書
く」，「話す」，「聴く」ことについて
の基礎的能力を養うとともに，東アジア
や中国の文化への興味を喚起し，理解を
深め，地域的な視野を踏まえた幅広く深
い教養と豊かな人間性を醸成します。ま
た，語学学習を通じた自律的な大学での
学びの基礎づくりを行い，現代社会に必
要なリテラシーを身につけさせます。

大学に入学する以前，学んだ経験のない
中国語の学習を通じ，「読む」，「書
く」，「話す」，「聴く」ことについて
の基礎的能力を養うとともに，東アジア
や中国の文化への興味を喚起し，理解を
深め，地域的な視野を踏まえた幅広く深
い教養と豊かな人間性を醸成します。ま
た，語学学習を通じた自律的な大学での
学びの基礎づくりを行い，現代社会に必
要なリテラシーを身につけさせます。

国際学部の一年生でスペイン語を選択す
る方は、当科目に並行してスペイン語基
礎Ⅰを今学期に履修してください｡他の学
部の学生で、初めてスペイン語を履修す
る方は、まずスペイン語基礎Ⅰを履修す
るか、この基礎Ⅰと当科目を同時に履修
してください。図書館にある文法解説書
を手に取るなどして基礎文法を確認し、
各レッスンを予習する意欲のある人なら
ば、参加していただけます。学習意欲の
ある人で、本科目だけ履修したいという
方は 授業担当者に相談してみてくださ

本授業は、はじめて中国語を学習する学生が正確
な発音や基本文型の使い方を習得することを目的
とした入門の講義です。現代中国語のやさしくか
つ基本的な重要文法事項について解説を加えるの
はもちろん、とくに基礎的会話能力醸成を重視し
ます。このため、日本人の中国語学習者がもっと
も苦手とする発音の訓練、及び日常的に使用する
頻度の高い語彙の習得を授業の中心に据えること
になります。

本授業は、中国語基礎Ⅰ及びⅢを履修した学生が
正確な発音や基本文型の使い方を習得することを
目的とした入門の講義です。現代中国語のやさし
くかつ基本的な重要文法事項について解説を加え
るのはもちろん、とくに基礎的会話能力醸成を重
視します。このため、日本人の中国語学習者が
もっとも苦手とする発音の訓練、及び日常的に使
用する頻度の高い語彙の習得を授業の中心に据え
ることになります。

テキストの各レッスンには７～８行ていどの短い
会話文があります。まず主な会話表現について、
それぞれの意味と使い方を確認します。必要に応
じて文法的な解説を行ったのち、会話文に関する
応用問題、動詞活用の練習問題などを解いていき
ます。反復練習が必要な場合には、プリントを
使って補足練習したり、受講生どうしが向き合っ
て会話練習したりします。

テキストの各レッスンには７～８行ていどの短い
会話文があります。まず主な会話表現について、
それぞれの意味と使い方を確認します。必要に応
じて文法的な解説を行ったのち、会話文に関する
応用問題、動詞活用の練習問題などを解いていき
ます。発音練習・反復練習が必要な場合には、受
講生どうしが向き合って会話練習を行います。

初めてタイ語を学ぶ受講者を対象に、タイ語の文
字、単語の構成要素である子音、母音、 声調規則
を学び、読み書きでき、また正確に発音できるよ
うに訓練します。また、初歩の基本文法を学習す
ることにより、簡単な文章の読解力を養います。

中国語基礎Ⅳ

スペイン語基礎Ⅲ

スペイン語基礎Ⅳ

タイ語基礎Ⅲ

中国語基礎Ⅲ

専門導入科目

専門導入科目

専門導入科目

専門導入科目

専門導入科目
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初級文法をマスターし、ハングル検定試験5級
（韓国語検定試験1級）合格を目指します。

英語を中心に外国語の実態を学習方法について
学び，学んだことを自分の外国語学習に活用す
る。

異なる文化や社会の在り方を尊重しつつ、グ
ローバル化する世界の現状と課題を「多文化共
生」の視点から考えていくための基礎的知識
と、世界の問題解決に積極的に関わろうとする
関心・意欲・主体性を身に付ける。

タイ語の初級基本文法を正確に理解し、読解力
および作文力を身につけることを目標としま
す。

朝鮮語学習未経験者を対象に朝鮮語学習に基礎
となる文字と発音の習得を目指します。

国際学部のカリキュラムポリシーの１、
２に基づき、大学における学修に必要な
基礎的な能力・技術を主体的に身に付
け、関連する異分野に関する基礎的な知
識・理解を深める。また、専門教育の基
礎となる多文化共生に関する主要な知識
と論点を理解する力を身に付ける。

この授業は、基盤教育の教育目標１「現
代社会に必要なリテラシー、幅広く深い
教養と豊かな人間性を身につけるための
教養教育を行います」に対応します。

基盤教育関係の初習外国語系科目の教育
目標に対応します。

基盤教育関係の初習外国語系科目の教育
目標に対応します。

専門導入科目として英語を中心に外国語
の実態を学習方法について学ぶ。

「タイ語基礎I」「タイ語基礎Ⅲ」を受講した学生
を対象に、引き続きタイ語の表現や基本文法を学
びます。タイ語の正確な発音を訓練するととも
に、初級程度の文章の読解力と作文力を養成しま
す。

朝鮮語は日本語に最も近い言語です。朝鮮語には
日本語と同じく助詞や漢字語、尊敬語などがある
ほか日本語と語順が一致しています。それゆえ、
朝鮮語は日本人（日本語は韓国人）にとって最も
学習しやすい言語の中の一つと言われています。
本授業では、まず文字（基礎文字２４＋合成文字
１６＝４０文字）と、その発音をしっかりと学び
ます。１学期終了後には意味は分からなくても地
下鉄のハングル表記やK-POP歌手のハングルの名前
がすらすらと読めます。

前期の『朝鮮語基礎Ⅲ』に引き続き、文字と発音
に重点を置きながら基礎文法をマスターします。
文法が分かっていくにつれて基礎的な朝鮮語の文
章の構造が理解でき、自己紹介や簡単な会話がで
きるようになります。12月頃には韓国の留学生や
韓流スターに韓国語でクリスマスカードや年賀
状、e-mailを書くことができます。

外国語の学習に関して，英語を活用して，言語使
用の現状や学習方法に関して学ぶ。学生は毎週
テーマ別の発表を行う。授業は英語で行う。

多文化共生の視点を身につけ、国際学部の専門科
目を学ぶための導入として、担当教員が具体的な
事例の紹介を交えて、多文化共生の考え方、分野
融合的研究に関する導入的解説を行う。

朝鮮語基礎Ⅳ

Foreign Language
Learning and
Communication

多文化共生概論

タイ語基礎Ⅳ

朝鮮語基礎Ⅲ

多文化共生コア科目

専門導入科目

専門導入科目

専門導入科目

専門導入科目
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This comparative culture course utilizes
various disciplines (e.g.anthropology，
history， literature， etc.) and various
methods， both qualitative and
quantitative， to analyze cultural
phenomena for the purpose of better
understanding our own and other
cultures.This comparative culture class
will explore relevant topics of interest
connected to the process of comparing and
understanding different cultures. Each week
students will be presented with information
on various topics for consideration.
Discussion of current topics in the
international and domestic media concerning
society&comma; economy&comma;
religion&comma; family&comma; and other
topics of interest in cultural studies.

・国際関係論についての基本的な知識を身につ
け、主要な理論を理解する。 ・歴史、理論、そ
して現象を関連付けながら、多角的かつ体系的
に国際関係を考察する。 ・国際関係に関わる報
道や情報を、積極的に収集し、自発的な学習態
度を身に付ける。

異文化間コミュニケーションの様々な問題の背
景に関する，基礎的な知識を習得する。異文化
間コミュニケーションにおける問題を，自分自
身で分析する基礎力を養う。問題に対する基本
的な対応策について，自分自身で検討できる力
を習得する。

本授業の到達目的は、地球市民社会の全体像を
把握し、地球市民社会の基本的な知識を学ぶ こ
とです。

・国際関係の歴史とともに変化してきた
理論を現象と関連付けながら、世界の
様々な国と地域におけるグローバル化と
多文化共生に関する現状と課題について
の知識を有し、それらの問題構造を理解
するための力を養成する。・異なる文化
や社会の在り方を尊重しつつ、グローバ
ル化する地域と世界の問題解決に積極的
に関わろうとするグローカルリーダーと
しての主体性と実践的な行動力を備える
ための力を身につける。

・異文化間コミュニケーションの様々な
問題の背景に関する，基礎的な知識を習
得する。・異文化間コミュニケーション
における問題を，自分自身で分析する基
礎力を養う。・問題に対する，比較考察
的で，相対的な視点をもった対応策につ
いて，自分自身で検討できる力を習得す
る。

地球市民社会(国際NGO等）の発展の歴
史、地球市民社会や国際NGOの定義や基礎
知識を得る ことです。

この授業は次の学習・教育目標と関連し
ます。（Ａ）知識・理解：国境を越えた
社会の諸問題を、分野横断的に理解し、
関連する基本的な知識を身につけ、それ
を土台にしてさらに自ら選択した専門的
テーマに関する、地域的または分野横断
的に特化・深化した知識・認識を有す
る。

グローバル化した現在の社会において，異なる背
景をもつものが共に良好な関係を保って生活して
いくためには，多様な文化の様相と，異なる文化
間の交流について学び，相互の理解を促進するこ
とが重要です。この授業では，このような交流の
基本単位である一人の人間に焦点を当て，文化を
異にする人と人とのコミュニケーションの背景に
ある心理と行動の基本的な特徴について取り上げ
ます。

本授業では、地球市民社会（グローバル市民社
会）、中でも特に重要な担い手である国際NGOにつ
いて学びます。地球市民社会の意義・役割、定
義、特徴、起源と歴史、発展の流れ、文化、先進
国・途上国・ 日本の地球市民社会について論じ、
地球市民社会の基礎と実践、キャリア形 成を理解
することを目標とします。

Using the diversity of the class as a
resource， this class will explore various
topics such as gender， race，
stereotypes&comma; environment， conflict
etc. To see how our idea of ”culture and
identity are constructed and how it is
maintained in the mass media today. Themes
will be introduced and developed using class
handouts but students are expected to make
weekly contributions based on their own
research and experiences.

大学における学び方を身につけながら、国際関係
の理論及び諸問題の考察を通して、現実の国際関
係を正確かつ体系的に把握する力を養うことを目
標としている。歴史、理論、そして現象を関連付
けながら、学問的な分析と現実の世界との関係性
を考察し、多角的に国際関係を捉える視点を養う
ことが最終的なねらいである。

多文化共生基礎A
（Comparative Study

of Culture)

多文化共生コアA（国
際関係論）

多文化共生コアB（異
文化間コミュニケー

ション）

多文化共生コアC（地
球市民社会論）

多文化共生コア科目

多文化共生コア科目

多文化共生コア科目

多文化共生基礎科目
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1）国際経済に関する基礎的な事柄・用語等を理
解する2）国際社会の政治的・法的・社会的プロ
セスと経済的プロセスとの相互作用について理
解を深める

本授業の到達目標は次の２点です。 (1) 英語と
日本語を主な対象として、言語学とは何かを理
解する。 (2) 実践的な外国語を学習するための
理論的基盤を与えて外国語学習の一助とする。

異文化を，自文化の基準ではなく，その文化の
立場から理解しようと努め，異文化の知識にも
とづいて自文化の常識を批判し，文化の多様性
を尊重する態度を身につけます。

1．芸術の社会的役割の多様性に理解を深めるこ
と。2．文化交流とその結果生じた文化の重層性
について理解を深めること。

国際社会で起こる現象を表面的に知るのではな
く、国際政治を理解するための理論的発想を身
につけることから始める。そして、最終的に具
体的な事象を理論的に捉えることができるよう
になることを目標とする。

この授業は次の学習・教育目標との関連
します。（Ａ）知識・理解：世界におけ
る文化のありようを歴史的（時間軸）・
地理的（空間軸）観点から、分野横断的
に理解し、関連した基本的な知識を身に
つけた上で、それを土台にしてさらに地
域的または分野的に特化した文化領域に
ついての深化した知識・認識を有する。
（Ｂ）思考・判断：異なる時代・地域の
文化の様相に対し、比較考察的で相対的
な視点をもちつつ、科学的・実証的であ
ると同時に、想像力・感受性豊かな考
察 評価を行う とが きる国際学部の教育目標（Ａ）「世界におけ
る文化のありようを歴史的（時間軸）・
地理的（空間軸）観点から、分野横断的
に理解し、［…］地域的または分野的に
特化した文化領域についての深化した知
識・認識を有する」「多文化共生を目指
すうえで直面する課題を、構造的に把握
する能力を身に付ける」に対応します。

世界で起こっている社会現象を、国家や
国際機構、市民社会そして人と人とのコ
ミュニケーションという多層的な観点か
ら考察するための、総合的な理解力、基
礎学力そして情報処理能力を養成する。

1）多様な側面と特徴をもつ社会の諸問題
を分析的に理解する能力を養う2）上記諸
問題の中で経済的プロセスの位置づけに
関する理解を深める

多文化共生基礎の1科目としての選択必修
科目に位置づけられ、言語とコミュニ
ケーションに関する科目群の基盤となっ
ています。この科目は、言語の視点から
文化領域の基礎知識を与え、経験科学の
思考法を養い、人間の営みにとって重要
な言語に興味を持たせることをめざして
います。また、配布資料と口頭説明・板
書を主とした伝統的な講義の聴講能力も
養います。

国際社会は世界政府がないため、戦争と平和の間
を揺れ動く。この不安定な政治のすがたを理解す
るために、まず世界のしくみ（理論）を理解した
うえで、アジア、ヨーロッパ、中東の国際政治を
具体的に解読する。

国際経済に関わる事象の中で、貿易・投資、企業
経営（「企業の社会的責任」の問題を含む）に関
する問題を扱う。

言語学とは言語とコミュニケーションの本質を科
学的に解明する研究分野のことです。本授業で
は、言語の構造と機能に注目して、言語学の基礎
を学びます。多文化共生基礎科目の1つとして位置
づけられています。

文化人類学は，自分が属する文化以外の文化を学
ぶことによって，人間と文化の多様性を研究する
学問です。この授業では，文化人類学の基礎を学
ぶことで，異文化との接触が日常的なグローバル
な時代を生きるために必要な，基本的態度を身に
つけます。

18世紀から20世紀初頭のロシアにおける芸術・表
象を題材として、フランスとの文化交流、権力と
芸術をテーマに授業を行います。

多文化共生基礎G（国
際経済論）

多文化共生基礎B（言
語学）

多文化共生基礎C（文
化人類学）

多文化共生基礎D（芸
術文化論）

多文化共生基礎Ｆ（国
際政治論）

多文化共生基礎科目

多文化共生基礎科目

多文化共生基礎科目

多文化共生基礎科目

多文化共生基礎科目



a 0.3

b 0.3

c 0.2

d 0.2

a 0.2

b 0.2

c 0.3

d 0.3

a 0.2

b 0.2

c 0.3

d 0.3

a 0.5

b 0.3

c 0.2

d 0

a 0.2

b 0.2

c 0.3

d 0.3

フランス語の文の構造の理解を深め、それをも
とにフランス語作文の基礎知識を身に付けると
ともに、作文の実践訓練を通して、フランス
語・英語・日本語の文の構造をそれぞれ区別・
比較できるようにします。フランス語の基礎的
な作文技術を身に付け、言語構造の比較と理解
ぬきに本質的な異文化理解などありえないこと
を、実践的に会得する態度を養います。

１．言いたいことを中国語法のルールに従って
正しく表現できる。２．知っている単語を上手
に活かし、表現の幅を広げる力を持てる。３．
話かけられた中国語をいち早く理解して、迅速
に応対できる。

１ 主に国際社会学の成果を踏まえながら、国際
社会の構造や動態についての基本的な理解を深
める。２ 様々な商品の生産・流通・消費・廃棄
の過程を学びながら、世界のつながりを多面的
に理解する力を養う。

 高度な英語読解能力を身につけること。

このクラスは入門・初級レベルの学生向けで
す。基本的な会話で使用する主なテーマ毎にフ
ランスの生活でフランス人とコニュニケーショ
ンをする上で必須の各ポイントを押さえて指導
します。フランスで日常生活を送ることを想定
し、正しい受け答えやリアクション、文法の厳
密な使い方、動詞の活用、基本語彙の学習に重
点を置き、短期集中の習得を目指します。この
クラスでは基礎を固めながら正しい順序で学習
を進め、総合的な会話の習得を目的とします。
きちんと順序良くポイントを抑えながら学習を
進めていかないと間違った理解や習慣が身につ
いてしまい、中級レベルでも文の構造が理解出
来ない学生も多いので、後の学習を効率よく進
めるためのアドバイスもしていく予定です。

「専門研究書等の講読および読書におい
て、その要点を正確に理解、把握し、全
体的にまとめることができる」に該当し
ます。

国際学部のカリキュラム・ポリシー３に
基づき、「英語以外の外国語を学ぶ機会
を提供し、多様な地域や文化を現地の言
語で理解し、効果的にコミュニケーショ
ンを行なうための基礎力を身に付け」ま
す。

国際学部のカリキュラム・ポリシー３の
特に「英語以外の学ぶ機会を提供し、多
様な地域や文化を現地の言語で理解し」
に対応します。

異なる時代・地域の文化の様相、及び社
会の諸問題に対し、比較考察的で相対的
な視点をもちつつ、科学的・実証的であ
ると同時に、合理的な考察を進めるため
に、中国語で書かれた専門研究書等を講
読し、その要点を正確に理解、把握し、
全体的にまとめた上で、その内容を、中
国語を用い、口頭で発表し、かつ生産的
な議論を行うための基礎的能力を涵養す
る。

身近な消費生活とグローバルなモノの移
動を繋げて理解する能力の育成に関連す
る。また、消費という行為の問題性を自
覚する知識の獲得に関連する。

 一定の学問的もしくは文学的な内容をもった英語
の文章の読解を行います。

文法のポイントの解説と基本語彙のリストを使用
し、実際のコンテクストを設定して生徒ひとりひ
とりと問答形式でフランス語を使用する練習を中
心に行います。

この授業は、フランス語作文の授業です。初級の
文法を復習しながら、日常的に用いられるフラン
ス語を使って、さまざまな事柄を表現できるよう
にしていきます。フランス語の文の構造につい
て、英語や日本語の文の構造との異同にも留意し
ながら解説します。

様々な場面や話題を設定し、それに関して「聞
く」、「話す」練習を進めていきます。中国の文
化・生活・習慣などを理解し、特に実用会話能力
を身につけることを目指します。

「世界大の社会問題と地球社会の出現は、国民国
家や各社会の境界をこえる挑戦と、より一層世界
市民的な視野を要請している」

フランス語文章表現

中国語会話

多文化共生基礎H（国
際社会論）

Directed English
Reading

フランス語会話

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目

多文化共生基礎科目
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中級の朝鮮語読解力を身につけます。

辞書を使わず、自己紹介や趣味活動、学校生活
などやさしいテーマを500字程度で書くことがで
きるようにします。

読解力を養いつつ、文化や歴史、政治、文学、
時事問題などに関する専門用語をも覚えます。

１．言いたいことを中国語法のルールに従って
正しく表現できる。２．知っている単語を上手
に活かし、表現の幅を広げる力を持てる。３．
話かけられた中国語をいち早く理解して、迅速
に応対できる。

日常的によく使う表現から学校生活、趣味活
動、人間関係、将来の夢など自己の考えを表現
できる運用能力を養います。

学部基礎科目関係の専門外国語科目の教
育目標に対応します。

異なる時代・地域の文化の様相、及び社
会の諸問題に対し、比較考察的で相対的
な視点をもちつつ、科学的・実証的であ
ると同時に、合理的な考察を進めるため
に、中国語で書かれた専門研究書等を講
読し、その要点を正確に理解、把握し、
全体的にまとめた上で、その内容を、中
国語を用い、口頭で発表し、かつ生産的
な議論を行うための基礎的能力を涵養す
る。

学部基礎科目関係の専門外国語科目の教
育目標に対応します。

国際学部専門外国語科目の一つとして、
特に以下の学習教育目標への対応を重視
します。３．技能・表現：世界の様々な
国や地域で活躍する基盤としての複数言
語運用能力とコミュニケーション能力を
備える。さらに自らの設定した課題に関
する資料・データ・文献を収集し，適切
な方法を用いて比較考察的・批判的にこ
れらを分析し，論理的な考察を加えた研
究成果を文章化し，また口頭で発表して
生産的に議論し，課題解決のために実践
的に行動することができる
学部基礎科目関係の専門外国語科目の教
育目標に対応します。

朝鮮語基礎及び応用Ⅰで学んだ文法を使って実践
的なコミュニケーション運用能力の訓練を行いま
す。

 短くて易しい文章からはじめ、長くて少し複雑な
文章まで、徐々に分量を増やしながら、朝鮮語の
読解力を養っていきます。言葉を支えている韓国
の社会や文化、さらに最新の様々なコードまで、
トピックに合わせ、朝鮮語や韓国について理解を
深めていきます。＊AL80

韓国語で文章を書くために必要な文法事項や作文
しにくいと思われる語彙、単語結合、表現などを
学びます。

卒業研究に必要な韓国語で書かれた文献や新聞の
コラム、インターネットの記事、短編小説、研究
論文などを読みます。

中国語で文章を書くために、まず短文練習を通じ
て、必要な基本表現を身につけます。また、中国
語の表現力を養いつつ、様々な場面においての基
本文体を学びます。日常生活に関連のある話題に
ついて、まとまった中国語で表現します。学習し
た文法を理解し、活用できる知識として定着して
いきます。

朝鮮語講読Ｃ

朝鮮語文章表現

朝鮮語講読Ｄ

中国語文章表現

朝鮮語会話

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目
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初級文法を復習しながら、辞書を使えばある程
度文章が書けるようになることを目指します。
スペイン語圏への留学、旅行、就職などについ
て、日常生活の場面に応じた簡単で短い実用的
な文章を書けるように練習します。文の構成を
考慮しながら、インフォーマルとフォーマルを
区別して、要求、招待、感謝、報告、お勧め、
いろんな表現を伝えられるようにします。

初級文法を復習しながら、辞書を使えばある程
度文章が読めるようになることを目指します。

①基礎文法の復習と定着、②スペイン文化に関
する知識の習得、③スペイン語で書かれたテキ
ストを、辞書を使って読解できるようになり、
自分の言葉で表現できるようにする、④発音な
らびに聴解力を向上する。

自力でフランス語の記事を読解し、内容とその
背景について考察・判断するとともに、発表と
自由課題を通して、長文読解技術・発表技術の
基礎を身に付け、フランス語文化圏の時事問題
について、その地理的・歴史的背景を含めて理
解しようとする態度を養います。また、１年を
通して、フランス語検定試験3級に合格できるだ
けのフランス語の知識を身につけます。本年度
は西洋文化の根源をなす『聖書』を、簡単なフ
ランス語で読みます。キリスト教の信仰を持つ
ことではなく、『聖書』の世界を「理解」する
ことが目的です

スペイン語は、文法的には奥が深いですが、日
本語と同じ母音があるため、日本人にとっては
他の外国語より発音が難しくありません。授業
ではこのポイントを強調し、会話力を養成しま
す。

本講義はディプロマポリシーＣ）「技
能・表現：講義、講演の聴講、また専門
研究書等の講読および読書において、そ
の要点を正確に理解、把握し、全体的に
まとめることができる。専門的な文献の
読解や実地調査によって得られた知識や
情報を主体的かつ批判的に分析・総合し
論理的な考察を加えてこれを文章化する
ことができる。またその内容を口頭で発
表し、かつ生産的な議論を行うことがで
きる。上記の事柄に必要な外国語や情報
科学に習熟する 」に関連します
国際学部のカリキュラム・ポリシー３の
特に「英語以外の学ぶ機会を提供し、多
様な地域や文化を現地の言語で理解し」
に対応します。

本演習はディプロマポリシーＣに関連し
ます。国際学部の専門教育科目であり、
スペイン語圏地域について関心がある学
生、あるいはスペイン語の会話を学習し
たい学生を対象とします。

本演習はディプロマポリシーＣに関連し
ます。国際学部の専門教育科目であり、
スペイン語圏地域について関心がある学
生、あるいはスペイン語の文章表現を学
習したい学生を対象とします。

本演習はディプロマポリシーＣ）「技
能・表現：講義、講演の聴講、また専門
研究書等の講読および読書において、そ
の要点を正確に理解、把握し、全体的に
まとめることができる。専門的な文献の
読解や実地調査によって得られた知識や
情報を主体的かつ批判的に分析・総合し
論理的な考察を加えてこれを文章化する
ことができる。またその内容を口頭で発
表し、かつ生産的な議論を行うことがで
きる。上記の事柄に必要な外国語や情報
科学に習熟する 」に関連します

この授業は、フランス語の基礎知識を持つ者を対
象とします。簡単な記事を読むことによってフラ
ンス語の読解力を高め、フランスの時事問題とそ
の背景について考える授業です。難易度は、フラ
ンス語講読A、B、Dと変わりません。

スペイン語圏への留学、旅行、就職など、日常生
活の場面に応じた簡単で短い実用的な文章を書け
るよう練習します。

スペイン語圏への留学、旅行、就職など、日常生
活の場面に応じた簡単で短い実用的な文章を読め
るように練習します。

本クラスでは、中級スペイン語のテキストを通じ
て、スペインの文化や社会について学びます。入
門・初級レベルで学んだ基礎文法を見直しながら
スペイン社会に関する知識が得られ、今後実用レ
ベルやアカデミックレベルでのスペイン語を学ぶ
上での基盤を築けます。内容に合わせ、適宜様々
な媒体による資料を用いて、実際の様子にも触れ
ていきます。

スペイン語圏への留学、旅行、就職など、日常生
活の場面に応じた会話力を養成します。

スペイン語文章表現

スペイン語講読Ｃ

スペイン語講読Ｄ

フランス語講読Ｃ

スペイン語会話

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目
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１．日常レベルの会話の運用能力を身につけ
る。２．中国語を用いた中国語の講義を受講す
ることに慣れる。３．中国語を用いて、現地を
理解する習慣を身につける。４．中国語を用い
たプレゼンテーション能力を身につける。５．
中国の伝統文化や台湾の現代社会、日台関係へ
の理解を深める。

正確に文法を理解しながら、中国語の文章の構
造・意味を的確につかまえられるようになるこ
とが到達目標である。また、日本語への翻訳能
力も同時に養いたい。

専門性を取り入れたカリキュラムに基づいて英
語の総合的技能を高め、外国でのホームステイ
による生活を通じて、英語圏の国で暮らせる力
を身につけることが目標です。

１．キャリア形成につながる外国語の運用能力
を身につける。２．外国語を用いた外国語の講
義を受講することに慣れる。３．外国語を用い
て、現地の文化を理解する習慣を身につける。
４．外国語を用いたプレゼンテーション能力を
身につける。５．諸外国の伝統文化や現代社
会、日本と当該国との関係への理解を深める。

１．キャリア形成につながる外国語の運用能力
を身につける。２．外国語を用いた外国語の講
義を受講することに慣れる。３．外国語を用い
て、現地の文化を理解する習慣を身につける。
４．外国語を用いたプレゼンテーション能力を
身につける。５．諸外国の伝統文化や現代社
会、日本と当該国との関係への理解を深める。

学術的かつ実用的な中国語の学習をする
機会を提供し、中国とその文化を現地の
言語でより深く理解するための基礎学力
を養成する。

グローバル人材育成の観点から大学が提
供する英語研修プログラムの一つに位置
づけられます。外国で生活し、仕事が行
えるような英語の技能を獲得し、心的態
度も涵養します。また、学生の専門領域
（地域デザイン科学、国際学、教育学、
工学、農学）の見地から、あるいはより
一般的には自然や環境などの見地から、
オーストラリアと日本を比較し、現地で
より深い交流をするには何が必要かも学
びます。

専門教育の基礎となる多文化共生に関す
る主要な知識と論点を理解する力を身に
付ける。また、異なる文化や社会の在り
方を尊重しつつ、グローバル化する地域
と世界の問題解決に積極的に関わろうと
する21世紀型グローバル人材（グローカ
ル人材）としての主体性と実践的な行動
力を備えられるように、文化理解のプロ
グラムを供与するとともに、外国語によ
る実地調査を行うための初歩的訓練を行
う。

専門教育の基礎となる多文化共生に関す
る主要な知識と論点を理解する力を身に
付ける。また、異なる文化や社会の在り
方を尊重しつつ、グローバル化する地域
と世界の問題解決に積極的に関わろうと
する21世紀型グローバル人材（グローカ
ル人材）としての主体性と実践的な行動
力を備えられるように、文化理解のプロ
グラムを供与するとともに、外国語によ
る実地調査を行うための初歩的訓練を行
う。

異なる時代・地域の文化の様相、及び社
会の諸問題に対し、比較考察的で相対的
な視点をもちつつ、科学的・実証的であ
ると同時に、合理的な考察を進めるため
に、中国語で書かれた専門研究書等を講
読し、その要点を正確に理解、把握し、
全体的にまとめた上で、その内容を、中
国語を用い、口頭で発表し、かつ生産的
な議論を行うための基礎的能力を涵養す
る。また、自分たちとは異なる地域の社
会・文化に広く関心を持ちながら、自己
の文化との相違を尊重して、社会の諸問
題を解決するために、大学で培った知識
や技能を用いて実践的に行動することが
できるようにするため、言語以外に文化
理解のプログラムを供与するとともに、
中国語による実地調査を行うための初歩
的訓練を行う。

外国語の学習には、その外国語が日常生活で使わ
れている地域で、実際にその外国語を使って生活
をしてみることが、運用能力の獲得にきわめて有
効であることが知られている。本授業科目の目的
は、その効率的な方法に従い、学習している外国
語が日常生活で使われている外国の地域に行き、
日常生活でその外国語を使いながら、研修先で訓
練を受けて、より高度の運用能力の獲得を目指す
ことにある。

外国語の学習には、その外国語が日常生活で使わ
れている地域で、実際にその外国語を使って生活
をしてみることが、運用能力の獲得にきわめて有
効であることが知られている。本授業科目の目的
は、その効率的な方法に従い、学習している外国
語が日常生活で使われている外国の地域に行き、
日常生活でその外国語を使いながら、研修先で訓
練を受けて、より高度の運用能力の獲得を目指す
ことにある。

外国語の学習には、その外国語が日常生活で使わ
れている地域で、実際にその外国語を使って生活
をしてみることが、運用能力の獲得にきわめて有
効であることが知られています。本授業科目の目
的は、その効率的な方法に従い、学習している外
国語が日常生活で使われている外国の地域に行
き、日常生活でその外国語を使いながら、同時に
外国語学校で訓練を受けて、より高度の運用能力
の獲得を目指すことにあります。

中国語の文法を総合的に学習しながら、中国語の
文章を読解する訓練をする。最初は、ピンイン・
四声付きの文章から学習を始め、慣れてきたとこ
ろで少し長めの文章読解に挑戦する。最後には、
ピンイン・四声の付いていない、やや長い文章に
も取りくんでもらう。専門的な文章を読むため
の、準備・訓練をする授業である。読解の授業で
はあるが、文章の正しい発音ができているかどう
かについても、気を配りたい。

オーストラリアのサザンクロス大学で行われる２
週間の英語研修とホームステイが中心ですが、出
発前に事前指導を行い、帰国後に事後指導も行い
ます。

外国語臨地演習（中国
語）

中国語講読Ｃ

外国語臨地演習（英
語）

外国語臨地演習（ドイ
ツ語）

外国語臨地演習（フラ
ンス語）

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目
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１．キャリア形成につながる外国語の運用能力
を身につける。２．外国語を用いた外国語の講
義を受講することに慣れる。３．外国語を用い
て、現地の文化を理解する習慣を身につける。
４．外国語を用いたプレゼンテーション能力を
身につける。５．諸外国の伝統文化や現代社
会、日本と当該国との関係への理解を深める。

１．キャリア形成につながる外国語の運用能力
を身につける。２．外国語を用いた外国語の講
義を受講することに慣れる。３．外国語を用い
て、現地の文化を理解する習慣を身につける。
４．外国語を用いたプレゼンテーション能力を
身につける。５．諸外国の伝統文化や現代社
会、日本と当該国との関係への理解を深める。

１．キャリア形成につながる外国語の運用能力
を身につける。２．外国語を用いた外国語の講
義を受講することに慣れる。３．外国語を用い
て、現地の文化を理解する習慣を身につける。
４．外国語を用いたプレゼンテーション能力を
身につける。５．諸外国の伝統文化や現代社
会、日本と当該国との関係への理解を深める。

本授業は、フランス語の基礎学力を十分に身に
つけた学生を対象に、演習形式で様々なフラン
ス語の文章に触れ、読解力を養ってゆくもので
す。

専門教育の基礎となる多文化共生に関す
る主要な知識と論点を理解する力を身に
付ける。また、異なる文化や社会の在り
方を尊重しつつ、グローバル化する地域
と世界の問題解決に積極的に関わろうと
する21世紀型グローバル人材（グローカ
ル人材）としての主体性と実践的な行動
力を備えられるように、文化理解のプロ
グラムを供与するとともに、外国語によ
る実地調査を行うための初歩的訓練を行
う。

異なる時代・地域の文化の様相、及び社
会の諸問題に対し、比較考察的で相対的
な視点をもちつつ、科学的・実証的であ
ると同時に、合理的な考察を進めるため
に、外国語で書かれた専門研究書等を講
読し、その要点を正確に理解、把握し、
全体的にまとめた上で、その内容を、外
国語を用い、口頭で発表し、かつ生産的
な議論を行うための基礎的能力を涵養す
る。また、自分たちとは異なる地域の社
会・文化に広く関心を持ちながら、自己
の文化との相違を尊重して、社会の諸問
題を解決するために、大学で培った知識
や技能を用いて実践的に行動することが
できるようにするため、言語以外に文化
理解のプログラムを供与するとともに、
外国語による実地調査を行うための初歩
的訓練を行う。
外国語の習熟に該当する。

専門教育の基礎となる多文化共生に関す
る主要な知識と論点を理解する力を身に
付ける。また、異なる文化や社会の在り
方を尊重しつつ、グローバル化する地域
と世界の問題解決に積極的に関わろうと
する21世紀型グローバル人材（グローカ
ル人材）としての主体性と実践的な行動
力を備えられるように、文化理解のプロ
グラムを供与するとともに、外国語によ
る実地調査を行うための初歩的訓練を行
う。

毎年出席する学生のフランス語体験、学力が異な
るので、初回に顔合わせをし、希望も聞いたうえ
で、使用テキストを決定、もしくは随時プリント
配布を行うことにします。一応、案として原語漫
画、映画脚本、絵画解説、料理読本、物語、小説
などを準備しています。

外国語の学習には、その外国語が日常生活で使わ
れている地域で、実際にその外国語を使って生活
をしてみることが、運用能力の獲得にきわめて有
効であることが知られている。本授業科目の目的
は、その効率的な方法に従い、学習している外国
語が日常生活で使われている外国の地域に行き、
日常生活でその外国語を使いながら、研修先で訓
練を受けて、より高度の運用能力の獲得を目指す
ことにある。

外国語の学習には、その外国語が日常生活で使わ
れている地域で、実際にその外国語を使って生活
をしてみることが、運用能力の獲得にきわめて有
効であることが知られている。本授業科目の目的
は、その効率的な方法に従い、学習している外国
語が日常生活で使われている外国の地域に行き、
日常生活でその外国語を使いながら、研修先で訓
練を受けて、より高度の運用能力の獲得を目指す
ことにある。

外国語の学習には、その外国語が日常生活で使わ
れている地域で、実際にその外国語を使って生活
をしてみることが、運用能力の獲得にきわめて有
効であることが知られている。本授業科目の目的
は、その効率的な方法に従い、学習している外国
語が日常生活で使われている外国の地域に行き、
日常生活でその外国語を使いながら、研修先で訓
練を受けて、より高度の運用能力の獲得を目指す
ことにある。

外国語臨地演習（タイ
語）

外国語臨地演習（朝鮮
語）

外国語臨地演習（スペ
イン語）

フランス語講読Ｄ

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目
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時事問題を扱った英語に関する情報収集能力と
発信能力を高めること。

本授業の目標は、パラグラフやエッセイなどの
特徴を学びながら、英語で学術的な文章（特に
研究論文）を書くための基礎を養うことにあり
ます。

授業の概要This is a comprehensive course in
English communication and expression. The
goal of the class is to develop critical
thinking&comma; listening
comprehension&comma; oral
communication&comma; interpretation and
discussion skills.（この授業は、英語でのコ
ミュニケーションと表現手法についての、総合
的な学習を目指したクラスである。目的は、受
講生の批判的思考、聴音読解、オーラルコミュ
ニケーション、分析とディスカッション能力な
ど 総合的英語力の向上に置かれている ）
This class consists of a continuing
examination of research methods used at the
college level&comma; as well as the writing
technology involved in producing a 5-10
page research paper. Careful attention will
be paid to the needs of each student and
students will be asked to give
presentations periodically regarding the
progress of their writing and research.

１．中等教育レベルの書籍を辞書を用い内容を
ほぼ理解できる能力を醸成する。２．中国・台
湾関連の情報を調べるための基礎的なツールや
方法を知る。３．繁体字によって書かれた中等
教育レベルの中国語の文章をほぼ問題なく読解
できるようになる。４．中国語の文言文に慣れ
る。５．中国語の辞書・事典、書籍を用いて、
用語の解釈ができるようにする。

-

The focus of this course is on
constructing ideas as well as points
of view and then expressing these
ideas in the context of a persuasive
rhetorical stylewhile paying close
attention to evaluating and recording
those sources (print&comma;
web&comma; interview、 film&comma;
etc.) from which your information is
gathered. 技能・表現・専門研究など、
その要点と正確に理解。思考・判断：実
証的に考際することができる

異なる時代・地域の文化の様相、及び社
会の諸問題に対し、比較考察的で相対的
な視点をもちつつ、科学的・実証的であ
ると同時に、合理的な考察を進めるため
に、中国語で書かれた専門研究書等を講
読し、その要点を正確に理解、把握し、
全体的にまとめることにより、専門的な
文献の読解や実地調査によって得られた
知識や情報を主体的かつ批判的に分析す
る能力を涵養する。かかる目的を達成す
るために模範的な中国語文献を精読し、
自らの中国に関する知識・理解を確認し
つつ、原典を読む基礎的な能力を獲得す
るために設定された授業科目の中でもっ
とも高度な内容を含む授業である
専門外国語の一環として英語の実用的能
力を育成する。

様々なエッセイについて学び、学術的な
英語の文章を論理的に書く能力を養いま
す。

中級程度の中国語学習者を対象に、基礎的かつ模
範的な文章を講読することにより、より高度な中
国語の表現法を学習するとともに、すでに習得し
た中国語の基礎知識を活用して、中国本土にとど
まらず、台湾・香港など、華人社会に対する理解
を深めることを目的とします。

時事問題を扱った英語を理解し活用できるように
するために，リーディングとリスニングの訓練を
中心に行う。

英語で学術的な文章を書きます。作文の課題提出
を3?4回程度求め、添削して返却します。クラス全
体と個人別のコメントをします。文法や文章構成
についても学びます。

This high level English class will focus on
discussion&comma; presentation and debate of
current topics in society&comma;
relationships&comma; work and family. Each
week students will be presented with
information on various topics for
consideration.（この上級レベルの英語クラスで
は、現代社会における様々なテーマについて、
ディスカッション、プレゼンテーション、ディ
ベートを行うことで、受講生の実践的な英語活用
能力を向上させることを目的としている）

Over the course of the semester you will be
expected to write: 1) a paper of
approximately ５ -1０ pages that includes
works cited page(s) as well as citations
(footnotes.)

English for Current
Events

Academic English
Writing

Presentation and
Discussion

Directed English
Writing

中国語講読Ｄ

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目
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・ポルトガル(ブラジル)語の基本を習得し、簡
単な文章の読み書きができる。・異文化への興
味と理解を深め、多文化共生に関わる意識を深
める。・日本に在住する外国人や外国人児童生
徒に関わる諸問題について考察する。

１．外国語特別講義Ⅰで習得したポルトガル語
の基礎的な文法知識を生かし、日常生活におけ
る基礎的なコミュニケーションができるように
なること、標準的なブラジルポルトガル語を聞
いて理解する能力を養う。２．BRICSの一翼を担
う南米の大国ブラジルの新たな一面と、ブラジ
ルおよび日本における日系ブラジル人社会につ
いての知識や理解を深め、多文化共生に深く関
ろうとする意識を養う。

東南アジアの歴史や社会・経済・政治に関する
基本的な知識を得るとともに、それらに関する
論理的な思考力・判断力を身につけることを目
標とします。

ロシア語の表記と発音練習、簡単な表現の練習
を通じてロシア語に慣れることを目指します。
語学は多くの学問分野において基礎となる教養
です。専門課程でより深く学ぶための語学力・
表現力を磨きます。

ロシア語の基礎的な文法と表現の習得を目指し
ます。語学は多くの学問分野において基礎とな
る教養です。専門課程でより深く学ぶための語
学力・表現力を磨きます。

この授業は、国際学部の教育目標「世界
の様々な国と地域におけるグローバル化
と多文化共生に関する現状と課題につい
ての知識を有し、それらの問題構造を理
解することができる(知識・理解)」、
「多文化共生社会における諸課題につい
て、その問題構造を踏まえつつ、異なる
立場の人々への想像力や共感を土台とし
て、学際的・多角的・専門的に考察し、
価値選択や目標設定を行うことができる
（思考・判断）」および「異なる文化や
社会の在り方を尊重しつつ、グローバル
化する地域と世界の問題解決に積極的に
関わろうとする21世紀型グローバル人材
（グローカル人材）としての主体性と実
践的な行動力を備える（関心・意欲）」
に対応します。

国際学部の以下の方針に関連します。
「英語以外の外国語を学ぶ機会を提供
し、多様な地域や文化を現地（ロシア）
の言語で理解し、効果的にコミュニケー
ションを行うための基礎力を身に付け
る。」「「読む」・「書く」・「話
す」・「聴く」の基礎的能力を養うとと
もに、当該国（ロシア）・地域の社会、
文化に対する関心を喚起し、その基礎的
理解を涵養すること」に相当します。

国際学部の以下の方針に関連します。
「英語以外の外国語を学ぶ機会を提供
し、多様な地域や文化を現地（ロシア）
の言語で理解し、効果的にコミュニケー
ションを行うための基礎力を身に付け
る。」「「読む」・「書く」・「話
す」・「聴く」の基礎的能力を養うとと
もに、当該国（ロシア）・地域の社会、
文化に対する関心を喚起し、その基礎的
理解を涵養すること」に相当します。

(A)日本の外国人が200万人を超え様々な
分野において問題が発生していること
を踏まえ、その実態と解決の糸口を言語
学習によって考察する力を養う。(B)第2
外国語の習得をイメージとしてではなく
言語道具として捉え、大切なこと は言語
を通して人と関わり合うことであること
を認識させる。(C)新しい言語を学習する
上でハードルとなる文法面においては、
学習者の共通 知識である英文法と対比さ
せながら解説し、難易度の低い授業を目
指す
国際学部の学習・教育目標との関連にお
いて、特に以下の事柄を重視する。・ブ
ラジルポルトガル語の基本的な知識を身
につけ、それを土台にブラジルの地域と
文化について深化した知識・認識を養
う。・自ら研究課題を設定して、適切に
資料・データ・文献を収集し、論理的な
考察を加えてこれを文章化する能力と、
その内容を口頭で発表できる能力を養
う。

・配布する教材やパワーポイントによる解説・演
習を通してポルトガル語の基礎を習得。 ・語学学
習を通して、日本で生活する外国人、特に子ども
たちの教育について考察。・音楽や映像も効果的
に使用して「楽しくてためになる」授業を目指
す。

ブラジルポルトガル語の基礎会話演習・ブラジル
の地域や文化を知り、日本との関係についての理
解を深める。

東南アジアの地勢と歴史をふまえつつ、現代東南
アジアの社会・経済・政治の諸相と動態を論じま
す。講義の展開にあたっては日本との関係を意識
し、また事例としてはタイを中心に取り上げる予
定です。

ロシア語を初めて学ぶ人を対象にロシア語の文
法、表現を学びます。

外国語特別演習BⅠ（ロシア語）の続きです。ロシ
ア語の文法、表現を学びます。

外国語特別演習DⅠ
（ポルトガル語）

外国語特別演習DⅡ
（ポルトガル語）

東南アジア論

外国語特別演習BⅠ
（ロシア語）

外国語特別演習BⅡ
（ロシア語）

グローバル専門科目
（アジア）

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目

専門外国語科目
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韓国社会が長年育んできた美意識や自然観、言
語、人間関係、死生観、食文化、世界観などへ
の理解を深めると同時に、韓国文化の特質を日
本や中国、欧米など他文化との比較を通して理
解する力を育成します。

中国における「文化」とは何かということを理
解する。

地域研究で用いられている代表的ないくつかの
理論を学び、理論的考察・思考能力を養う。ま
た、修得した理論や思考能力を用いて、対象を
理解する。

中国がどのように「近代化・西洋化」していっ
たのかを学習した上で、現代中国の国内外政治
の流れを総体として理解することで、中国を構
造的に分析できるようになることが目標であ
る。

国境を越えた社会の諸問題を、分野横断
的に理解し、関連する基本的な知識を身
につけ、それを土台にしてさらに自ら選
択した専門的テーマに関する、地域的ま
たは分野横断的に特化・深化した知識・
認識を有する。異なる時代・地域の社会
の諸問題を比較し、実証的かつ合理的に
考察することができる。自分たちとは異
なる世界各地の社会問題に広く関心を持
ちながら、自己の文化との相違を尊重す
ることができる。

アジアの中でも特に中国について、その
政治・社会・歴史の個別分野の現象を、
より深く学習しながら専門的な知識を身
につけ、実証的かつ合理的な思考力を養
成する。

国際学部国際文化学科選択科目の教育目
標に対応します。

異なる時代・地域の文化の様相に対し、
比較考察的で相対的な視点をもちつつ、
科学的・実証的であると同時に、想像
力・感受性豊かな考察・評価を行うこと
ができるようになるために必要な情報を
供与し、学生たちに理解させる。中国の
文化や社会を研究する基礎的視角や基礎
的知識を獲得させる。

現代中国は、経済大国であると同時に、一人当た
りの所得を平均すれば、途上国とそれほど変わら
ない。また現代中国は、主権国家体系のなかで近
代化をめざす通常の国家であるが、国内の一党支
配体制は、欧米世界とはずいぶん違う。このいび
つにも見える現代中国のすがたを理解するため
に、19世紀後半から現代までを通して、その歴史
的展開を考えてみたい。

ここ数年、韓国は日本にとってほかのどの国より
も身近な存在となりました。しかし、現実は中身
の伴わない、実に薄っぺらなものです。その原因
は韓国文化の本質が全く伝わっていないからで
す。本授業では、メディアによく取り上げられる
食文化や美容整形、徴兵制といったキーワードを
取り上げ、それぞれの文化事象に込められている
現代韓国社会の動向とその背後に潜んでいる韓国
文化の源流に迫ります。

本講義は、ステレオタイプ的に論じられる中国文
化なるものを網羅的に紹介していくものではな
い。まずはじめに、中国における「文化」、そし
てそもそも「中国」とはいったい何なのかという
ことを問いつつ、中国という場に現れる多様性や
可変性に注目する必要性を論じていく。その上
で、かかる中国文化を日本はこれまでいかなる存
在としてとらえ、どのように向き合ってきたのか
という点を整理する。さらに、台北にある「中華
文化の殿堂」と称される国立故宮博物院を通じて
見えてくる中国とは、中華とはいったい何なの
か、それと日本は近代においてどのようにかか
わってきたのかという点を考えていく。

中東地域に関する基本的知識を獲得する。また、
中東地域を例に、地域研究の具体的な研究方法を
理解する。とりわけ、湾岸産油国を中心に取り扱
う。

韓国文化論

中国文化論

中東地域研究

近現代中国論

グローバル専門科目
（アジア）

グローバル専門科目
（アジア）

グローバル専門科目
（アジア）

グローバル専門科目
（アジア）
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It aims at discussing the mercantile system
that was established during the Spanish
colonial rule along with the Iberian
legacy- language&comma; religion&comma;
customs and beliefs&comma; and social and
political institutions-&comma; which have
set the foundations for the development of
peculiar and deep-rooted economic
characteristics.

構造主義、形式・実体主義経済人類学、マルク
ス主義人類学、世界システム論、オリエンタリ
ズム批判などの人類学諸理論に見られる贈与と
商品のさまざまな対比の在り方の理解

近代日本において、中国やアジアがどのように
語られてきたのかを理解する。

It aims to give information on their
geography&comma; population and leading
economic activities&comma; so the students
could better understand how these
geographic and demographic features&comma;
in addition to their historical
backgrounds&comma; have shaped up the
current economic situation of each of
country. Rather than focusing on the
largest economies or on a specific
country&comma; by using the approach
“Unity in Diversity” we will emphasize

この授業は以下の学習・教育目標と関連
します。（Ａ）知識・理解：世界におけ
る文化のありようを歴史的（時間軸）・
地理的（空間軸）観点から、分野横断的
に理解し、関連した基本的な知識を身に
つけた上で、それを土台にしてさらに地
域的または分野的に特化した文化領域に
ついての深化した知識・認識を有する。
（Ｂ）思考・判断：異なる時代・地域の
文化の様相に対し、比較考察的で相対的
な視点をもちつつ、科学的・実証的であ
ると同時に、想像力・感受性豊かな考
察・評価を行うことができる。（Ｃ）技
能・表現：講義、講演の聴講、また専門
研究書等の講読および読書において、そ
の要点を正確に理解、把握し、全体的に
まとめることができる。専門的な研究に
際し、研究課題を設定して自ら適切に資
料・データ・文献を収集し、内容にふさ
わしい方法論に基づいて主体的かつ批判
的にこれらを分析し、論理的な考察を加
えてこれを文章化することができる。ま
たその内容を、口頭で発表し、かつ生産
的な議論を行うことができる。上記の事
柄に必要な外国語や情報科学に習熟す中国文化論を履修した学生を対象に、近
代日本の対中認識がどのように変容して
いったのかという点を理解させる。ま
た、近代日本における対中認識の変容を
明治から戦前までに知識人によって記さ
れた文献を直接読むことによって、原典
を通じた実証的手法を身につけさせる。

本講義はディプロマポリシーA&comma;Dに
関連します。国際学部の専門教育科目で
あり、ラテンアメリカの政治、経済、社
会、文化等の情勢や、ラテンアメリカ地
域や国家について関心がある学生を対象
とします。

本講義はディプロマポリシーA&comma;Dに
関連します。国際学部の専門教育科目で
あり、ラテンアメリカの政治、経済、社
会、文化等の情勢や、ラテンアメリカ地
域や国家について関心がある学生を対象
とします。

This course will provide the students with a
general overview of Latin American and
Caribbean countries.

This course will span from the New World
discovery&comma; the Spanish conquest&comma;
through colonial&comma; independence and
early republican periods&comma; and their
impact on current Latin America.

文化人類学では贈与交換と商品交換をさまざまな
形で区分してきた。この授業では贈与と商品の対
比を概観することで、ローカルとグローバルに同
時に接近する人類学の可能性を検討する。

近代の日本は「アジア」をいかに認識し、いかに
交わり、いかに構築しようとしたのか。アジアと
いう空間をめぐる思想史を「中国」を中心にすえ
て考えることをその目的とする。

Latin American
Politics and Society

民族誌学

アジアの歴史と思想

Introduction to
Latin American

Studies

グローバル専門科目
（アジア）

グローバル専門科目
（アジア）

グローバル専門科目
（欧米文化）

グローバル専門科目
（欧米文化）
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・イギリス文化についての基礎的な知識を獲得
する。・獲得した知識をもとに、その他の分
野・地域の文化的事象に対しても積極的に興味
を広げられるようにする。

イギリス文学の生成、発展、消長をイギリスの
文化、歴史、社会的背景のなかに位置づけ、理
解し、把握した上で、なおそれらを味わう素養
を養います。

米国の文化や歴史について基礎的知識を身につ
け、幅広い視点から理解する能力を身につけ
る。

米国文学についての基礎的知識を習得し、幅広
い観点から考察する能力を身につける。

フランス語圏の文化とその地理的・歴史的背景
について基礎知識を身につけ、フランス語文化
圏の価値観とそれに基づく思考法を学びなが
ら、自文化に関する考察に応用できるようにし
ます。毎回の提出物を通して、ポイント・論点
を把握し、適切に表現する力を養うとともに、
異文化圏の価値観について、自文化への応用を
通して理解する態度を養います。

各学生の専攻に応じて、教養として、ま
たは専門の研究に必要な基礎知識として
役立ててください。

国際学部のディプロマ・ポリシー（A）世
界における文化のありようを歴史的（時
間軸）・地理的（空間軸）観点から、分
野横断的に理解し、関連した基本的な知
識を身につけたうえで、それを土台にし
てさらに地域的または分野的に特化した
文化領域についての深化した知識・認識
を有する、に対応する。

国際学部ディプロマ・ポリシー（Ｂ）異
なる時代・地域の文化の様相に対し、比
較考察的で相対的な視点をもちつつ、科
学的・実証的であると同時に、想像力・
感受性豊かな考察・評価を行うことがで
きる、に対応する。

国際学部のカリキュラム・ポリシー５の
「多文化共生をめぐる問題を、多様な地
域に関連付けて理解する力と共に、グ
ローバルな枠組みを使ってその問題構成
を理解・分析する力を身に付ける」に対
応します。

国際学部のディプロマ・ポリシー（A）世
界における文化のありようを歴史的（時
間軸）・地理的（空間軸）観点から、分
野横断的に理解し、関連した基本的な知
識を身につけたうえで、それを土台にし
てさらに地域的または分野的に特化した
文化領域についての深化した知識・認識
を有する、に対応する。

米国文学の歴史を概観する。

有機体としての政治体・社会体が、どのように終
焉を迎え、どのように新たな生にシフトするのか
を、フランス語圏の社会・文化史に注目すること
で考察します。本年度は特に、フランスにおける
反ユダヤ主義、反イスラム主義の歴史を多角的に
検討します。

イギリスの文化を形成する様々な側面について広
く学ぶ。

古代、中世から現代にわたるイギリス文学史を概
観します。

米国の文化史を多元的な観点から概観する。

イギリス文化論

イギリス文学史

アメリカ文化論

アメリカ文学史

フランス文化論

グローバル専門科目
（欧米文化）

グローバル専門科目
（欧米文化）

グローバル専門科目
（欧米文化）

グローバル専門科目
（欧米文化）

グローバル専門科目
（欧米文化）
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西洋思想の歴史的背景に関する基礎知識を身に
付け、常識や通念を疑う思考法を学びながら、
自文化に関する考察・反省に応用することを目
指します。毎回の提出物を通して、論点を把握
し、適切に表現する力を習得するとともに、哲
学の思考法を、自文化への応用を通して理解す
る態度を養います。

上に同じ。

地方分権や市町村合併をめぐる論議、予算や財
源・権限の行使、さらに意思決定過程等につい
て考察する。受講生自身が地方自治に関する
テーマを設定し、そのテーマに関するレポート
の作成に取り組む。

ホームレスの人々の現実に目を向けながら、他
者に対する想像力や共感について考えるととも
に、自分自身の価値観や日本社会の仕組みなど
を批判的にみる力を養う。

日本の歴史のあゆみや、日本固有の文化の形
成・変遷・特色などをあらためて認識すること
によって、海外の社会や文化を相対化して比較
検討してゆくための礎をきずくことを目標とし
ます。

知識・理解：国境を越えた社会の諸問題
を、分野横断的に理解し、関連する基本
的な知識を身につけ、それを土台にして
さらに自ら選択した専門的テーマに関す
る、地域的または分野横断的に特化・深
化した知識・認識を有する。

人間の営みに関する広い事象・現象に対
して積極的に目を向けることに関連す
る。また、社会から排除されがちな人々
の「生」の厳しさの背景にあるものを理
解し、かれらの「生」を通じて自己の
「生」や価値観を問い直す態度や視点を
要請することに関連する。

国際社会や国際文化を比較考察的にまな
ぶ前提として、いまいちど日本社会や日
本文化の歴史的特質を自覚的にみなおす
基礎科目に位置づけられます。なお、教
育職員免許状を取得希望の場合、必修科
目に指定されることがあります。

国際学部のカリキュラム・ポリシーの
「問題を、多様な地域に関連づけて理解
すると共に、グローバルな枠組みを使っ
てその問題構造を理解・分析する力を身
に付ける」に対応します。

上に同じ。

日本のホームレス問題を様々な角度から検討して
いく。

日本史に関する基礎的な知識の充実をはかり、日
本文化についての理解をふかめることを目的とし
ます。

本年度は、全体主義のグローバル化という現代の
国際社会の傾向を踏まえ、「全体主義」と「例外
状態」に関する西洋思想の潮流を検討します。具
体的には、ハンナ・アレント、ジョルジョ・アガ
ンベン、ヴァルター・ベンヤミンなどの思想を参
照します。実際に思想家たちの残した言葉に触
れ、それらをじっくり味わうことによって、すで
に「古典」と呼ばれ始めている書物のうちに、現
在を捉えるためのヒントが隠されていることを学
びます。

教育学部の歴史学特講Dに同じなので、そちら参照
してください。

身近な地域社会の諸課題を取り上げ、かつ担当教
員のこれまでの地方自治をめぐる実践活動を紹介
しつつ、住民、企業、行政、ＮＰＯといった諸ア
クター間の連携・協働のあり方を探る。とくに授
業の前半では教員自らが作成した地方自治関連の
報告書や論文等を用いる。

ヨーロッパ思想文化論

世界の歴史と文化

地方自治論

現代日本社会論

日本史概説Ａ

グローバル専門科目
（日本文化）

グローバル専門科目
（日本文化）

グローバル専門科目
（日本文化）

グローバル専門科目
（欧米文化）

グローバル専門科目
（欧米文化）
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日本の歴史のあゆみや、日本固有の文化の形
成・変遷・特色などをあらためて認識すること
によって、海外の社会や文化を相対化して比較
検討してゆくための礎をきずくことを目標とし
ます。

・現代日本語を対象化する方法について学ぶ・
具体的な言語使用に沿ってことばの構造やしく
みについて考察する

ことばの変化について考えるための基礎知識と
学問的手法を学ぶことを目標とする。

 講義の要点を把握し、考察を加えて、的確にま
とめる。 文学作品を鑑賞し、評論する基礎力を
身につけることが期待される。

伝統的な地域社会とはどのようなものであった
のか、地域社会の現状はどうなっているのか、
なぜ今のような状態になったのか、この現状に
対して地域の人々は どのように対応しているの
か、これらのことを理解したうえで、ローカル
な場におけるグローバルな現象を批判的に考え
る力を養成する。

国際文化学科の達成目標のうち、とくに
「知識・理解」「思考・判断」の項目に
対応している。

 カリキュラム・ポリシーの次の項目と関
連している。多文化共生を目指すうえで
直面する課題を、構造的に把握する能力
を身に付ける。

以下のカリキュラム・ポリシーに対応し
ている。「国境を越えた社会の諸問題
を、分野横断的に理解し、関連する基本
的な知識を身につけ、それを土台にして
さらに自ら選択した専門的テーマに関す
る、地域的または分野横断的に特化・深
化した知識・認識を有する」

国際社会や国際文化を比較考察的にまな
ぶ前提として、いまいちど日本社会や日
本文化の歴史的特質を自覚的にみなおす
基礎科目に位置づけられます。なお、教
育職員免許状を取得希望の場合、必修科
目に指定されることがあります。

国際文化学科の達成目標のうち、とくに
「知識・理解」「思考・判断」の項目に
対応する。

 様々な作品を読み、それぞれの特質について考察
を加え、評論する。 文学作品を読み解く視点を学
び、文学作品を通して日本について考える。

情報処理で学んだ地域社会の知識を発展させ、
「田舎」・「僻地」と呼ばれる村落社会を事例と
して、その生活の現場から地域社会の現状を理解
する。そのうえで、これらローカルな現場に立ち
あらわれる、地域振興や開発援助、自然保護と
いったグローバルな「正しさ」、「あたりまえ」
に疑問を投げかける。それは、ローカルな現場か
らの視点を通して、都会や先進国の論理であるグ
ローバルな「正しさ」を批判的にみることへとつ
ながる。

日本史に関する基礎的な知識の充実をはかり、日
本文化についての理解をふかめることを目的とし
ます。

言語学の基礎を学ぶとともに、日本語学の諸領域
を概観する。語彙、文法領域に軸をおきながら、
普段使っている身近なことばである現代日本語を
学問対象とするためにどのような方法があるのか
を学び、具体的な言語使用に沿ってことばの構造
やしくみについて考察する。

この授業では音韻、語彙、文法などの日本語の諸
側面に焦点をあて、古代語と現代語との対照をと
おして変化の様相を探る。また、こうした日本語
の歴史的変化を明らかにする方法についても学
ぶ。

日本史概説Ｂ

日本語論

日本語史

日本文化論B

地域社会論

グローバル専門科目
（日本文化）

グローバル専門科目
（日本文化）

グローバル専門科目
（日本文化）

グローバル専門科目
（日本文化）

グローバル専門科目
（日本文化）
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地域研究に必要な情報の収集方法と分析方法を
修得するとともに、地域の表象における諸問題
を理解する。地域の固有性や特殊性と、世界的
な普遍性を区別し、見分けるようになる。

・アフリカの地理的・文化的・社会的多様性に
ついて理解すること。・アフリカに関するステ
レオ・タイプが是正されること。・アフリカの
歴史について概ね理解すること。 ・アフリカ問
題と見なされる紛争に関する理解が深まるこ
と。 ・アフリカの貧困と豊かさについて理解す
ること。 ・アフリカに関して自ら課題を設定
し、学ぶこと。

・西洋哲学史に関する基礎知識、および、哲学
的に「考える力」を身につける。・社会生活に
おいて求められる「考える力」とは何か、を考
えることができるようになる。・現代社会にお
けるさまざまな倫理問題を認識することができ
るようになる。

自ら主体的に地域の課題を見つけ、解決の方法
を検討てきる知識と技術を身につける。

社会福祉の現代的意義を歴史、理論、対象分
野、法・制度、担い手等の各領域からとらえ、
体系的に理解することを目的とする

①知識・理解:アフリカの社会・文化・自
然環境・歴史に関して概説的な知識を広
げるとともに、理解を深めます。②思
考・判断:自らのアフリカに関する知識・
理解を問い直し、アフリカを取り巻く環
境や構造について考察します。③技能・
表現:アフリカに関連するトピックに関し
て、調査し、まとめ、発表する力を養い
ます。④関心・意欲・態度：アフリカの
人びとに関する関心とともに、更に学び
たいという意欲を喚起します。

常にすでに正解が用意されているわけで
はない問題について考える力を身につけ
ることが目指される。それによって、国
内外の社会問題について、既存の価値
観、倫理観等にとらわれない、国際的・
学際的な探求心を養う。

専門科目として，地域への理解を深め，
卒業研究に向けての基盤となる科目であ
る。

国際学部の専門科目として、福祉国家や
福祉制度について広い視野と知識を身に
つけるための科目である。

国境を越えた社会の諸問題を、分野横断
的に理解し、関連する基本的な知識を身
につけ、それを土台にしてさらに自ら選
択した専門的テーマに関する、地域的ま
たは分野横断的に特化・深化した知識・
認識を有する。異なる時代・地域の社会
の諸問題を比較し、実証的かつ合理的に
考察することができる。

社会福祉を援助するために必要な要素として社会
福祉に関する知識、援助のための技術、何を大事
にして援助をするのかという倫理の三つがありま
す。この授業では、そのうち知識に焦点をあて
て、社会福祉の理念、制度、歴史を考えていく。

「地域」の特殊性と理論の普遍性の結合を目指す
学問である地域研究の、概要と方法を学びます。
世界各地の「地域」の文化や経済活動、民族問
題、表象など、幅広いトピックを元に地域研究へ
の理解を深めます。

アフリカのイメージは、距離的に遠く、自分の生
活との直接的な関係が分かりにくいため、少ない
偏った情報から形成されているかもしれません。
アフ リカ大陸には多くの国々が存在し、地域に
よって異なる自然・社会環境の基で異なる歴史を
もった様々な人々がそれぞれの生業のもとで生活
しています。またア フリカ問題に関する誤解も流
布しています。本授業ではその多様性・多面性の
一部や現実を、アフリカから学びます。

哲学とはなにか？」という素朴な問いに対して、
「その問いこそが常にすでに哲学である」とい
う、いかにも哲学的な答え方が可能である。哲学
における、そうした一見興味深く、しかし同時
に、無責任ともいえるあり方を克服すること、つ
まり、曖昧で抽象的な要素を哲学という学問から
排除していくこと、それが本講義の目標のひとつ
である。西洋哲学史を概観した上で、とりわけ近
代哲学者たちの議論を紹介しながら、主に次の二
つの問いに迫る。第一に、哲学において「考え
る」ということはどのようなことかを明らかにす
ること、第二に、「自由と責任」という概念に軸
に、「いかに生きるべきか」という、古くかつ新
しい哲学的問いを探求することである。

地域福祉の現状と課題を把握し、社会福祉援助技
術としての地域援助の方法について学ぶ。

地域研究論

アフリカ論

哲学概論

地域福祉論

社会福祉学概論

グローバル専門科目
（比較文化）

グローバル専門科目
（比較文化）

グローバル専門科目
（日本文化）

グローバル専門科目
（日本文化）

グローバル専門科目
（比較文化）
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Students will be able to describe works of
art with their own words and acquire
critical eyes on them.

This comparative culture course utilizes
various disciplines (e.g. anthropology，
history， literature， etc.) and various
methods， both qualitative and
quantitative， to analyze cultural
phenomena for the purpose of better
understanding our own and other cultures.
This comparative culture class will explore
relevant topics of interest connected to
the process of comparing and understanding
different cultures. Each week students will
be presented with information on various
学生にとって身近なテーマを通じて、公共政策
の特徴、決定過程、市民や利益団体などとのか
かわりについて学ぶ。さらに、公共政策と経
済、政治、行政と関係を学ぶ。さらに様々な政
策への賛否を学生が授業で議論することを通じ
て、社会の仕組みに対する意見を持ち、客観な
視点を身につけることを目指す。

行政の概念から始めて、現代行政学が成立する
に至った現代国家の特質、政治と行政との関
係、行政サービスの範囲、政府間関係論、行政
官僚制、行政管理、行政計画、行政能率、行政
裁量といった行政学の基礎概念を理解し、具体
的事例と紹介することで、現代政府の諸活動に
ついての興味関心を持たせる。

1．知の在り方と芸術・文化的な事象との関連に
ついて理解を深めること。2．芸術・文化を自ら
考察する方法について学ぶこと。

学習・教育目標については、コミュニ
ティデザイン学科専門科目の社会システ
ム科目群の科目として、「地域の社会の
現状と成り立ちを幅広い視点から理解す
ることができる能力を身に付ける」に関
連する。

知識・理解：国境を越えた社会の諸問題
を、分野横断的に理解し、関連する基本
的な知識を身につけ、それを土台にして
さらに自ら選択した専門的テーマに関す
る、地域的または分野横断的に特化・深
化した知識・認識を有する。

国際学部の以下の目標と関連します。
（Ａ）「世界における文化のありようを
歴史的（時間軸）・地理的（空間軸）観
点から、分野横断的に理解し、［…］地
域的または分野的に特化した文化領域に
ついての深化した知識・認識を有する」
「多文化共生をめぐる問題を、多様な地
域に関連付けて理解する力とともに、グ
ローバルな枠組みを使ってその問題構造
を理解・分析する力を身に付ける」

This course is related to the
following diploma policy of the
Faculty of International Studies. (A)
世界における文化のありようを歴史的
（時間軸）・地理的（空間軸）観点か
ら、分野横断的に理解し、関連した基本
的な知識を身につけたうえで、それを土
台にしてさらに地域的または分野的に特
化した文化領域についての深化した知
識・認識を有する。

この授業は次の学習・教育目標と関連し
ます。（Ａ）知識・理解：国境を越えた
社会の諸問題を、分野横断的に理解し、
関連する基本的な知識を身につけ、それ
を土台にしてさらに自ら選択した専門的
テーマに関する、地域的または分野横断
的に特化・深化した知識・認識を有す
る。

現代行政学の基礎的な考え方と体系的な知識につ
いて、日本における事例を紹介しつつ、制度論、
管理論、政策論を分かりやすく説明する。中央・
地方政府レベルにおいて現在進行形で生じている
行政課題・公共政策・政治的課題についても取り
上げて毎回の授業で紹介する。とくに公共サービ
スの提供主体の変容に注目する。

ルネサンスから20世紀初頭までのヨーロッパ地域
の文化史を軸に授業を行います。この授業では知
と眼差しの歴史的な変容が文学や絵画、その他の
芸術・文化領域においてどのように現れているの
かを具体的な作品に即して考察し、そこから見え
てくる諸問題を紹介していきます。

Mainly using the discipline of art
history&comma; this course will explore a
wide variety of art works in the English-
speaking world including not only Britain but
also countries in Asia from the 18th to the
21st centuries.

Using the diversity of the class as a
resource， this class will explore various
topics such as gender， race，
stereotypes&comma; environment， conflict
etc. To see how our idea of ”East” and ”
West” is constructed and how it is
maintained in the mass media today. Themes
will be introduced and developed using the
text book but students are expected to make
weekly contributions based on their own
research and experiences.

 公共政策にはどのような形式があり、どのような
分野に及び、どのように作られ、どのような過程
で決定され、決定には誰が関わるのだろうか。ま
た、決定内容は市民や企業にどのような影響をも
たらすのかだろうか。  この授業では、学生に
とって、比較的身近な様々な題材を毎回提供し、
学生の題材に関する議論やその後の解説を通じ
て、法律、予算といった公共政策の形式、中央省
庁や自治体における政策の担当部局、決定過程で
の政治家・官僚・利益団体・市民の関係や、国と
地方の関係、さらに、規制などによる企業への影
響について学ぶ。加えて、行政や政治と政策との
関係、政策による経済への影響、政策と財政の関
係についても説明し、学生が今後4年間学修する各
科目のつながりを理解することも目指す。

Cultures of the
English-Speaking

World

East/West: A
Comparative
Perspective

公共政策入門

行政学

表象文化論

グローバル専門科目
（比較文化）

グローバル専門科目
（比較文化）

グローバル専門科目
（比較文化）

グローバル専門科目
（比較文化）

グローバル専門科目
（比較文化）
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日本語を教える際に必要な教育方法と教材に関
する専門的な知識と技能を身につけるととも
に、学習目的や学習レベル等に応じた教育方法
及び教材について主体的に考えることができる
ようになることを目指します。

認知的アプローチから英語や日本語に対してど
のような理解や説明が可能になるかを実証的に
理解することを目標とする。また、英語や日本
語の具体的な表現を分析する基礎力を身につけ
ることもめざす。

現代の英語の音声・音韻・文法の一端を理解
し，英語運用能力の一助とすること。

情報の整理や，情報の共有，情報の発信にイン
ターネットを活用すること，IT社会の現状を深
く把握し，様々な課題に対処する力を身につけ
ること．

英語教育における音声音韻面での指導に
有益な知識が得られます。また音声音韻
と文法の相互作用につても理解が深まり
ます。

情報化社会の諸問題に特化した知識の学
習とその理解，IT情報技術・技能等の専
門知識を身につけるという教育目標に関
連します．

第二言語・外国語という視点から自らの
言語行動や言語文化を捉えなおし、多文
化理解を深めます。本授業は、「日本語
教育プログラム」の必修科目です。

認知科学における言語研究についての基
礎的専門知識を身に付け、併せて、これ
まで学習してきた言語や自分の母語に対
する理解を深めるための基本的分析方法
を学ぶことを通して一歩進んだ言語理解
を養う。

情報化社会はコンピュータネットワークによって
支えられています．この授業ではインターネット
サービスの利活用の仕方，社会の各方面に対する
インターネットの影響，およびインターネット技
術の基本を中心に勉強していきます．

日本語教育の方法と教材について学び、日本語教
育を進めていく上で必要となる知識と技能を養い
ます。

言語を認知科学の対象として研究することによ
り、英語や日本語についてどのような理解が得ら
れるかを概説する。認知科学の観点から活発に研
究されている領域に目を向け、重要な研究事例を
検討しながら、「心の科学」としての言語研究が
どのようなものかを示したい。

英語における音声音韻面の諸特徴を学習し，さら
に音声音韻と文法の相互作用についても学習しま
す。受講者は1回の授業に対し，数時間の予習が必
要となります。予習をするつもりのない人は受講
しないで下さい。＜重要＞集中講義ですので，修
学支援課にて，日程を確認してください。だいだ
いの予定は下の【授業計画】を見て下さい。＜重
要＞受講予定者は各自でアマゾン（インターネッ
ト上の書店）などから事前に教科書を購入してお
いて下さい。（生協での一斉販売はありませ
ん。）

日本語教育方法論

言語と認知科学

英語学特殊講義Ａ

情報ネットワーク概論

Literature in
Translation

グローバル専門科目
（言語）

グローバル専門科目
（言語）

グローバル専門科目
（言語）

グローバル専門科目
（言語）

In this course students are introduced to how
ideas are used to construct culture and how
ideas such as femininity/masculinity,
art/expression, nature/god(s) translate
across cultures to construct identity.

Critical thinking is the name of the
game. Students learn what critical
thinking is and how to practice
critcal thinking in both their
discussions and in their writing.
Class discussion is primarily in
Japanese. Writing is in English.

By encountering diverse ways of thinking
about one concept [i.e. for example,
gender, art, god(s) and nature] students
develop and practice what it means to be a
global citizen who takes into account a
variety of perspectives.  Student may not
agree with a certain perspective but they
are expected to understand it.グローバル専門科目

（比較文化）
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英語の音声に関して学問的に理解し，正確な発
音ができるようになることと，記号を用いて音
声を表記できるようになること。

日本語と英語を主な対象として選び、その相違
点と共通点を明らかにして，英語学習や日本語
学習，言語普遍性などへの寄与も試みます。

英語音声学の一端を理解し，英語運用能力の一
助ともすること。

We will develop skills of using several
languages to seek mutual understanding
between people of different social/cultural
backgrounds.

感情コミュニケーションの特徴について，基礎
的な知識を修得する。実験や調査の方法論の基
礎について，自ら体験しつつ理解を深める。

英語教育における音声音韻面での指導に
有益な知識が得られます。また音声音韻
と文法の相互作用につても理解が深まり
ます。

The course is helpful to understand
better how cultures in the world look
like and also to motivate students to
master several foreign languages and
improve their proficiency.
International students in any status
can take this course. This is one of
the elective courses of International
Cultural Studies Department for
undergraduate and exchange students.

・感情コミュニケーションの特徴につい
て，地域間の比較や相対的な視点に立ち
つつ，基礎的な知識を修得する。・実験
や調査の方法論の基礎について，自ら体
験しつつ理解を深める。

言語音声を学問的に理解する力を養い，
言語音声の研究に対する意欲的な態度を
育成する。

言語を比較対照することを通して，文化
領域の知識を深め，文化の様相を相対化
して捉える能力を養います。また，言語
比較のおもしろさを提示し，言語比較を
通して思考力も高めます。最後に，小論
文の作成により比較考察の成果を文章化
する能力も求めます。

In this course we will perform activities to
discover various formal aspects of human
languages&comma; diversity of
communication&comma; relations between
language and culture and so on&comma; with
interests in our own ways of communication in
mother tongues/dialects as well as
classmates' different ways. For this purpose
we will grasp observed phenomena by utilizing
methods and findings in language science.

この授業では，対面の人と人とのコミュニケー
ションについて，特に表情と感情に焦点を当て，
表情を通した感情のコミュニケーションをテーマ
に解説します。主に心理学の分野で行われた研究
と，その方法について紹介し説明します。

英語の音声を中心に音声学と音韻論の基礎概念を
学ぶ。

この授業では、主に系統関係のない２つ（以上）
の言語を比較し、その相違点と共通点を明らかに
して、言語学習や言語普遍性の解明に役立てよう
とすることを目指します。今年度は，主として日
本語に焦点を合わせて，そこから英語などの他言
語を眺める形で，言語間の比較対照を行います。
言語・コミュニケーション研究クラスターに属す
る科目です。

現代イギリス英語の音声に関して，実際の発音練
習を行いながら，やや専門的な観点から学修す
る。分節音を中心に扱うが，時間の余裕に応じし
て，超分節音にも触れる。英文で書かれた教材を
通して学んでいくので，かなりの予習（指定され
た範囲の教材を読んでおくこと）が必要となる。
この点を了解のうえ，受講のこと。

Phonetics and
Phonology

言語比較論

英語学特殊講義Ｂ

Linguistic Typology
and Language
Communication

対人コミュニケーショ
ン論

グローバル専門科目
（言語）

グローバル専門科目
（言語）

グローバル専門科目
（言語）

グローバル専門科目
（言語）

グローバル専門科目
（言語）
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本授業の到達目標は、①地球規模の深刻な問
題、②国際協力の見方・捉え方、③国際協力の
アクターは何かを把握、④国際協力の形態―参
加型開発、緊急人道援助を把握する。政策提
言・開発教育・フェアトレードとは何か、⑤国
際協力分野でのキャリア形成を把握する、以上
①から⑤まで国際協力の応用編を学びます。

日本語を教える上での基本的な考え方や知識を
身につけることを目指します。

（特に海外において）与えられた状況やニーズ
に応じて日本語を教えるための技能や実際的な
方法に関する知識を身につけます。同時に、一
般言語学的方法により日本語を相対化して見る
視点を養い、言語自体についての理解を深めま
す。さらに、人間の知的活動としての言語コ
ミュニケーションのすばらしさに触れることが
できれば理想的です。

グローバル・ガバナンスの定義と意味を理解
し、またグローバル化による地球規模での様々
な問題の理解と解決策を考え提示することを目
指す。

・「貧困」に関する多様な概念の理解と考察が
できることと、発展途上国の「貧困」に関連す
るデータの理解と活用ができること。 ・開発・
発展に関する多様な理論とその歴史・系譜を理
解できること。 ・従属論、人間開発論、内発的
発展論などの開発・発展に関する理論を理解し
た上で、実社会について応用できること。

国際学部国際文化学科の教育目標に対応
します。また、「日本語教育プログラ
ム」の必修科目です。

国際社会における言語コミュニケーショ
ンの多様性を学び、外国語を学んで使う
意義を考えつつ、それ自体が国際交流で
ある教室活動を実践します。受講者自身
の学習者や日本語教育経験者に対する調
査・報告を課題とすることで、情報収
集・報告能力を高める機会とします。 本
講義は、国際学部「日本語教育プログラ
ム」必修科目に指定されています。

本授業では、最終的に学生自らが考える
グローバル化とグローバル・ガバナンス
のあり方を提示できるように、様々な事
例の紹介および海外や日本の現場で活動
しているNGOや援助機関の方々も招き、討
論を実施する。

①知識・理解：発展に関するさまざまな
理論を学習することによって、多角的な
理解を促す。 ②思考・判断：発展途上国
の具体的な現状を、学んだ理論を応用
し、考察する。③技能・表現：発展に関
して、具体的事例を調べ、分析・発表・
レポート作成する力を養う。 ④関心・意
欲・態度：発展途上国の人びとの現状
を、さまざまな観点から理解しようとす
る力を養う。

地球規模の深刻な問題と国際協力につい
て応用知識を習得します

本授業は、グローバル・ガバナンス論の応用編と
して、世界の様々なグローバル化に関連する問題
や視点を具体的に挙げながら、グローバル化とは
何か、グローバル・ガバナンスとは何かを議論
し、理解を深めていく。21世紀に入り注目を集め
始めたグローバル化は、経済活動や社会ネット
ワーク等が国境を越えているが、同時に経済格差
や貿易不均衡、先進国の消費のために途上国が生
産工場化としていくなど「富の配分」は益々不均
衡になっており、ガバナンスの観点からみる「富
と機会の平等な配分」が地球規模で見ると必ずし
もバランスが取れているとは言えない。これらを
どう理解し、解決策を探るのかを、問題分析・組
織分析ツールなどを導入し、自分自身で情報収
集・分析しながら考えていく。

国連を通じてミレニアム開発目標が目指され、そ
の後継のSDGにおいても引き続き最大の課題である
「貧困」を、世界はどのように捉えているので
しょうか。本講義は、「貧困」が集 中していると
考えられている発展途上国に焦点を当て、「貧
困」の定義や関連データ、さまざまな発展・開発
に関する理論を学びます。

本授業では、国際協力とは何か、地球規模の問
題、国際協力の見方を考え、開発協力、政策提
言・キャンペーン・開発教育、フェアトレード、
国際協力のキャリアに焦点をあて、今後地球規模
の深刻な問題の解決のために改善案を考えます。

本授業では、日本語教育の現状、教授法、各レベ
ルの目標と内容、教える上での心構えなどの事項
を取り上げ、日本語教育の基本的な考え方や知識
を学びます。

日常のコミュニケーションの手段としてだけでな
く意識的学習の対象として日本語を観察し、言語
としての特徴を明らかにします。特に、１）世界
の（日本語を中心とした）外国語教育・学習・使
用状況、２）文化・社会的背景と日本語学習との
関係、３）母語と日本語の間の差異と学習上の困
難さとの関係に重点を置いて、教えることに関心
がある人と学習者とが資料検討・実習・相互学習
などを共同で行います。

国際協力論

日本語教育概論

日本語教育と国際協力

グローバル・ガバナン
ス概論

途上国経済発展論

グローバル専門科目
（言語）

グローバル専門科目
（言語）

グローバル専門科目
（国際協力）

グローバル専門科目
（国際協力）

グローバル専門科目
（国際協力）
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地球環境政治や環境をめぐる国際協力につい
て、基礎知識を取得する。アクティブ・ラーニ
ング（グループディスカッションやロールプレ
イ）を通じて、表現能力やコミュニケーション
の向上をはかるとともに、問題を表面的ではな
く多面的構造的に捉えていく思考方法を身につ
けることを目指す。

（１）外国人児童生徒教育の現状と課題がわか
る。（２）外国人児童生徒教育問題の論点がわ
かる。

国家、民族、社会、文化、教育などについて複
眼的なものの見方や論理的思考能力を養成する
ことを目指す。

①現代社会を批判的（critical）に読み解き、
地球的課題の現状やその要因に対する認識や理
解を深める。②グローバル教育やその他の隣接
教育（開発教育や環境教育など）の概要を理解
し、日本の各種教育現場や市民活動などでの展
開や応用について考察する。③公正で持続可能
な地球社会の実現に向けて「教育」の果たすべ
き役割やその可能性について構想する。④地球
的課題をテーマとするミニ教材やミニ・アク
ティビティを制作する。

教職に関する共通的・基礎的内容の学習
をふまえ、現代的教育課題に的確に対応
するための発展的内容であるが、国際的
に活動する人材の開発にかかわる内容で
もある。

「国際化社会に柔軟に対処し問題解決に
積極的に当たれる人材の養成」という国
際学部の教育理念に沿って、国際社会に
対する理解を深めるための科目として開
講する。

この授業の目標は、国際社会学科のディ
プロマ・ポリシーに掲げられている４項
目の中でも、特に以下の項目に関連しま
す。(Ａ)知識・理解：国境を越えた社会
の諸問題を、分野横断的に理解し、関連
する基本的な知識を身につける。(Ｂ)思
考・判断：異なる時代・地域の社会の諸
問題を比較し、実証的かつ合理的に考察
することができる、また、本学が重視す
るグローバル人材の育成との関連では、
「地域からの視点を持ち、複眼的思考に
基づいて創造的で能動的な行動ができる
人材の育成」という目的に寄与しようと

国際学部の専門科目として、特に以下の
学習・教育目標との関連を重視する。
（A)世界における多様な社会・文化のあ
りようを歴史的（時間軸）・地理的（空
間軸）観点から、分野横断的に理解し、
関連した基本的な知識を身につけた上
で、それを土台にしてさらに地域的また
は分野的に特化した文化領域についての
深化した知識・認識を有する。（B）異な
る時代・地域の社会・文化の諸問題を比
較し、実証的かつ合理的に考察すること
ができる。

今や73億人を越える人々が暮らす地球社会は、貧
困や格差、環境破壊や人権侵害、文化摩擦や地域
紛争などの地球的課題（global issues）に直面し
ています。この授業では、こうした地球的課題の
理解や解決に向けた教育活動として国内外で取り
組まれてきたユネスコの国際教育や欧米のグロー
バル教育などを取り上げ、その理念や実践に着目
しながら、オルタナティブな教育としての今後の
役割や可能性について検討します。

環境問題をめぐる国際協力について、体系的構造
的に学ぶ授業です。「環境と国際社会」で環境問
題をめぐる政治史を学んだ受講生に、最も適した
授業です。授業では、まず、環境と経済の関係性
の捉え方を示す複数の環境言説を学んだ上で、国
際条約などの「政策協調」、途上国向けの「国際
援助」に大別して、事象、関連アクター、制度、
その運用などについて、事例検証を交えながら構
造的に考察していきます。途上国に起きている環
境問題は、多くは先進国における高度な経済活
動・消費活動と結びついていることを想起しつ
つ、「国際協力」の現場は、途上国だけではなく
先進国内にもあることも学びます。授業ではグ
ループディスカッションやロールプレイなどのア
クティブ・ラーニング手法も取り入れています。
知識・論理的考察力を磨くだけでなく、創造力・
プレゼンテーション能力・異文化理解能力の向上
も目指します授業では、①外国人児童生徒教育の意義、②背
景、③現状、④論点について講義を行う。

本講義では，異なる民族や文化背景を持つ人々が
共に暮らす社会のあり方と，その実現を確固たる
ものにするための教育の有り方について探求す
る。まず、「人の移動」に焦点をあて、世界の移
民の歴史を振り返る。次に、人の移動がもたらす
グローバリゼーション現象について考える。具体
的には、グローバリゼーションが、世界中の人々
の相互依存関係がより強まることを意味するとし
て、各国政府の政策決定に与える影響について分
析するとともに、各国の政治的・経済的・文化的
相違がその国のグローバリゼーションにどう反映
されているかについて探求する。最後に、教育が
このグローバリゼーション現象にどのような役割
を果たすかについて考察する。

環境と国際協力

グローバル化と外国人
児童生徒教育

移民と多文化教育

グローバル教育論

グローバル専門科目
（国際協力）

グローバル専門科目
（国際協力）

グローバル専門科目
（国際協力）

グローバル専門科目
（国際協力）
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国や地域レベルの地球環境政策について、基礎
知識を取得する。アクティブ・ラーニング（グ
ループディスカッションやロールプレイ）を通
じて、表現能力やコミュニケーションの向上を
はかるとともに、問題を表面的ではなく多面的
構造的に捉えていく思考方法を身につけ、異文
化理解・対処能力の向上もはかる。

ミクロ経済学の基礎を修得し、経済学の考え
方、センスを身につける。

社会経済学の基礎理論を習得するだけでなく，
世の中の経済問題や社会問題について，自分の
頭で多面的・総合的に考え直す「社会科学」的
なものの見方，発想の仕方を身に着けることを
目標とする。

新聞等で日常的に目にする経済に関する事項、
語句等に関する理解を深める。また、経済政策
と経済成長との因果関係に対する理解を深め
る。

This course aims at making students
understand educational challenge in
multicultural society.

国際学部・国際社会学科の選択科目に位
置付き，経済学の習得のために必要不可
欠な，基礎理論や基礎知識の習得を目標
とする。農学部農業経済学科1年生の専門
講義と同時開講となる点を留意して下さ
い。

経済・社会問題を理解するために必要な
社会科学の基礎を理解するという目標に
対して、マクロ経済学の基本的な理論と
実際に目に見える経済的な現象の因果関
係について講義を行います。

この授業は、全学共通科目の
&quot;Learning+1&quot;が目標とする
「英語運用力や異文化社会およびグロー
バルな共生社会への知識を深め、国際的
なフィールドでの実践力を身につける」
と関連します。

国際学部の専門科目として、特に以下の
学習・教育目標との関連を重視する。
（A）世界における多様な社会・文化のあ
りようを歴史的（時間軸）・地理的（空
間軸）観点から、分野横断的に理解し、
関連した基本的な知識を身につけた上
で、それを土台にしてさらに地域的また
は分野的に特化した文化領域についての
深化した知識・認識を有する。（B）異な
る時代・地域の社会・文化の諸問題を比
較し、実証的かつ合理的に考察すること
ができる。

社会科学の基礎として、経済システムを
理解する科目である。

This course examines various theories and
practices of intercultural/multicultural
education&comma; with a focus on the concepts
like bilingualism&comma; heterogeneity&comma;
citizenship&comma; social cohesion and so on.

グローバリゼーションが進行する今日、国家は地
球規模の環境問題と局地的な環境問題に同時に対
応することを求められるようになりました。問題
は深刻化する一方、持続可能な発展に向けての
様々な画期的取組みが、先進国・途上国双方にお
いて進行中です。しかし、その取り組み内容や運
用は、国によっても地域によっても大幅に異なっ
ています。例えば、公害対策では世界に先んじた
日本は、なぜ再生可能エネルギー導入が遅れを
とったのでしょう。授業では、各国・地域の差異
を説明するための基本的な政治学上の概念を学ん
だ上で、気候変動問題と原子力・再生可能エネル
ギーを事例に、複数事例をとりあげて比較対照
し、理解を深めます。環境問題は、実は政治や異
文化理解と深い関わりを持っていることも学びま
す。授業ではグループディスカッションなど、ア
クティブ・ラーニング手法も取り入れています。
知識・論理的考察力を磨くだけでなく、創造力・
プレゼンテーション能力・異文化理解能力の向上
も目指しますミクロ経済学の基本概念である、市場、消費者行
動、企業行動についての理解を深める。

社会経済学（マルクス経済学）の視点から，現代
の中心的な社会システムである「資本主義」の仕
組み・特徴・問題点について学習する。

現実の経済では、家計、企業、政府、中央銀行な
どの経済主体がさまざまな経済活動に携わってい
ます。こうした経済主体による経済活動が一国の
経済に及ぼす影響を分析することがマクロ経済学
の課題であり、そこから有効な経済政策を導出す
ることがマクロ経済学の役割です。経済活動と景
気循環や経済成長、経済政策との因果関係を理解
することがこの講義の目的です。

地球環境政策論

ミクロ経済学

経済学概論

マクロ経済学

Intercultural
Education

グローバル専門科目
（国際共生）

グローバル専門科目
（国際共生）

グローバル専門科目
（国際協力）

グローバル専門科目
（国際共生）

グローバル専門科目
（国際共生）



a 0.5

b 0.4

c 0

d 0.1

a 0.3

b 0.3

c 0.2

d 0.2

a 0.2

b 0.3

c 0.3

d 0.2

a 0.3

b 0.3

c 0.2

d 0.2

a 0.2

b 0.3

c 0.3

d 0.2

・国際機構論についての基本的な知識を身につ
け、主要な理論を理解する。 ・歴史的、政治
的、法的な観点を組み合わせながら、国際機構
の歴史と現象を考察する。 ・専門書を読み、そ
の内容について批判的に考察し、考察内容を正
確な日本語で表現する。

 社会で生起する様々な問題を法的論理に基づい
て考えることができるようになることを目指
す。あわせて、毎講義後にリアクションペー
パーを書き、次の講義でフィードバックするこ
とにより、論理的な文章の作成能力養成をも企
図している。

民法の基本原理や基礎知識の習得を主な目的と
するが、単に条文の内容や知識を学ぶだけでな
く、民法の学習を通じて法的なものの考え方も
習得する。

多文化社会における教育について、歴史、現
状、理論的展開を理解した上で、建設的に考
え、意見を述べることができるようになるこ
と。

現実の経済政策、とくに財政政策および金融政
策の運営についての理解力と判断力を身につけ
ること。

（Ａ）知識・理解：国境を越えた社会の
諸問題を、分野横断的に理解し、関連す
る基本的な知識を身につけ、それを土台
にしてさらに自ら選択した専門的テーマ
に関する、地域的または分野横断的に特
化・深化した知識・認識を有する。
（Ｂ）思考・判断：異なる時代・地域の
社会の諸問題を比較し、実証的かつ合理
的に考察することができる。

多文化共生教育という題材を通して、
「実践的で専門的な知識を修得する」こ
とを目指す。

地域社会の様々な問題を理解するための
基礎となる科目である。

国際機構の歴史、構造、制度、機能、理
論に関する基本的な知識を身に付け、そ
れらを使って国際機構現象を実証的且つ
合理的に考察する力を養う。さらに同分
野の専門書を読み、その内容について批
判的に考察し、考察内容を正確な日本語
で表現する能力を養成する。

 憲法の主たる役割である人権保障のメカ
ニズムと、それを支える統治機構の原理
を習得する。憲法学を通して、国境を越
えた社会の諸問題を、分野横断的に理解
し、関連する基本的な知識を身につける
と同時に、異なる時代・地域の社会の諸
問題を比較し、実証的かつ合理的に考察
することができるようになることをめざ
す。

マクロ経済学の理論的裏付けを理解した上で、財
政政策・金融政策などの経済政策が景気や雇用・
物価などの経済に与える影響を、学ぶ。

なぜ、いかなる目的で人類は国際機構を創設した
のか、という基本的問題意識のもとに、歴史的・
思想的観点を取り入れながら、過去から現在にい
たる「国際機構現象」を学問的に理解する。

 憲法における人権および統治機構の両分野を取り
上げる。

民法は日常生活に直結する、非常に身近な法律で
ある。民法の基礎知識を学びながら、日常生活と
どのように関わるのか、これらの知識を用いて
日々の生活において直面する問題にどのように対
応したらいいのか、を考える。

日本における外国人児童生徒に関する教育を中心
的なテーマとして、多文化共生に向けた教育のあ
り方を検討する。具体的には、外国人児童生徒教
育の歴史、現状、課題について確認すると同時
に、国際理解教育、多文化教育／異文化間教育、
人権教育、開発教育等の研究領域での成果から関
連の深い理論や実践について学習する。その上
で、外国人児童生徒が置かれた環境の共通点と相
違点を挙げ、その多様性に対する注意を喚起す
る。そして、それに対し多文化共生教育としてど
のような応答がなされているかについて、具体的
な事例から学ぶ

国際機構論

憲法

民法

多文化共生教育

経済政策論

グローバル専門科目
（国際共生）

グローバル専門科目
（国際共生）

グローバル専門科目
（国際共生）

グローバル専門科目
（国際共生）

グローバル専門科目
（国際共生）
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The aim of this course is to think
globally&comma; act locally and&comma; most
importantly&comma; to change personally. In
this course&comma; students are expected:
1) to recognize critical events and
problems in the world as “global issues”
&comma;2) to analyze the causes and the
connections with us and Japanese
society&comma; and3) to present his/her own
action plan for a fairer and more
sustainable society.

国際人権法をふまえて日本社会における人権の
あり方を考える。

 公共経済学の基礎理論のうち，地域づくりや社
会基盤整備に関連の深い項目を中心に理解する
ことを目標とする。

This course provides participants with
clear images of the current issues that the
world economy is now facing and tackling
with. In addition&comma; based on the
discussion of those issues in the
class&comma; participants are expected to
have their own opinions about how to
challenge with them.

人権問題は、単に心の問題だけではな
く、実態や制度に関する正確な知識と考
察が伴わなくては道徳論に終わってしま
う。また、国際人権法の観点から人権問
題を見ることにより、国内的論理をこえ
た新たな認識が生まれる。

 コミュニティデザイン学科の学科専門科
目社会システム科目群の科目として、主
に「新たなまちづくりに向けて制度を設
計し政策を提案することができる能力」
を身につける。

この授業は、全学共通科目の
“Learning+1”が目標とする「英語運用
能力や異文化社会およびグローバルな共
存社会への知識を深め、国際的なフィー
ルドでの実践力を身につける」と関連し
ます。

この授業は、全学共通科目の
&quot;Learning+1&quot;が目標とする
「英語運用力や異文化社会およびグロー
バルな共生社会への知識を深め、国際的
なフィールドでの実践力を身につける」
と関連します。

Since the end of the cold war at the
beginning of 1990s&comma; Three factors have
affected the world economically as well as
politically. First&comma; globalization has
interconnected the world more and more
closely. Second&comma; rapid technological
development has changed industrial
structure&comma; financial businesses and
daily life. Third&comma; emerging economies
have become more and more important in the
world economy as well as politics. We will
learn these changes and discuss benefits and
In this course&comma; we learn and discuss
about what &quot;globalization&quot; is and
what have been going on in this global
society. This course introduces some basic
ideas of &quot;globalization&quot; and
&quot;global issues&quot; in local and global
communities. Also&comma; through some
groupworks and workshops&comma; some
participatory learning skills of global
education will be introduced so that we can
understand those global issues and take
actions for our common future
まず国際人権法の形成・展開を概観した上で、国
際社会から指摘されることが多い日本の人権問題
を国際人権法の観点から検討する。

 地域づくりに関する制度や地域に関わる取組の効
果，価値の捉え方を理解するために必要な経済学
の知識・考え方を学ぶ．社会資本や関連施策の役
割・効果を社会経済的観点から理解・分析するた
めの基礎理論と応用事例を学ぶ。

Globalization and
Society

国際人権論

公共経済学

International
Political Economics

グローバル専門科目
（国際共生）

グローバル専門科目
（国際共生）

グローバル専門科目
（国際共生）

グローバル専門科目
（国際共生）

グローバル専門科目
（国際共生）

ジェンダー論

ジェンダーというのは非常に流行している言葉で
す。この授業では、この言葉をどのように使うべ
きか、どのように理解するべきかという二つの観
点を中心に考えます。

ジェンダーの問題を分野横断的に理解
し、相対的視点をもちつつ考察すること
のできるクリティカル・シンキングを支
援します。 技能・表現・専門研究など、
その要点と正確に理解。思考・判断：実
証的に考際することができる。それから
関心・意欲・態度：人間の事象・現象に
対して積極的に目を聞き、自分の能力：
主体的に関わることできる。

1960年代後半から性差別は大きな社会問題とし
て顕在化しました。これを受けて国連は、「国
連婦人の十年」を設定し女性の地位向上をはか
る運動を積極的に展開し、「女子に対するあら
ゆる形態の差別撤廃に関する条約」を採択し
「性による差別を性による区別、排除、制限」
と定義しました。そして，人間は生殖機能にお
いて男女は明らかに異なるもの（セックス）で
あるが、性格、能力、役割における男女差は後
天的に形成されるもの（ジェンダー）で、「男
らしさ」「女らしさ」を押し付けることは人間
の自由な生き方や平等関係を損なうものである
との認識に至ったのです。この授業では，家族
や教育、労働等の分野における今日的・具体的
な問題や課題について諸外国の動きをみながら
考えます。
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相乗効果の大きな「キャリア形成への意欲」や
「学びの方向性の明確化」を参加学生が獲得す
ること目的とする。具体的には、国際協力の現
場で求められる専門性および資質を理解すると
ともに、国際学部において学ぶべき専門分野を
理解する。

授業の目標は、以下の3つです。 ①「働くとは
何か」について考える、②自分と地域社会や世
界とのつながりを考える、③主体的に 関わりた
い問題や分野を?つけ、今後の学びの動機を考え
ます。

本実習は、「国際キャリア教育」の3つの目的を
達成させるために、現場体験、実習経験を積
み、実務能?、企画?とコミュニケーション?を高
めます。さらに、自分の関心分野や専門性をよ
り明確にし ます。

基礎的な学術英語能力の習得。

授業の目標は、以下の3つです。①「働くとは何
か」について考える（Grasp the image of
“working in society with motivation”）、
②自分と地域社会や世界とのつながりを考える
（Provide opportunities to think about your
roles in local and global societies）、③主
体的に関わりたい問題や分野を?つけ、今後の学
びの動機を考える（Find motivation to
actively pursue your career）。

国際協力の現場で必要とされる問題解決
のための知識・技術・資質を理化し身に
つける。

国際学部のディプロマ・ポリシーの「関
心・意欲・態度：異なる文化や社会のあ
り方を尊重しつつ，グローバル化する地
域と世界の問題解決に積極的に関わろう
とする21世紀型グローバル人材（グロー
カル人材）としての主体性と実践的な行
動力を備える」ことを目指す。

国際学部のディプロマ・ポリシーの「関
心・意欲・態度：異なる文化や社会のあ
り方を尊重しつつ，グローバル化する地
域と世界の問題解決に積極的に関わろう
とする21世紀型グローバル人材（グロー
カル人材）としての主体性と実践的な行
動力を備える」ことを目指します。

このセミナー終了後に，International
Career Seminarに参加し，学術英語能力
を向上させ，学術的内容を自由に発表・
討論ができるようになることが重要であ
る。

国際学部のディプロマ・ポリシーに沿っ
て、国際学部のキャリア教育の一環とし
て?われます。国際社会学科：自分たちと
は?なる世界各地の社会問題に広く関心を
持ちながら、自己の文化との相違を尊重
して、社会の諸問題を解決するために、
大学で培った知?や技能を用いて実践的
に?動する。国際文化学科：人間の営みに
関わるあらゆる事象・現象に対して積極
的に目を開き、自分の能?・志向にかなっ
た?域について意欲的な探究を通して、主
体的に関わることができる

国際協力の現場は、一つの学問だけでは問題が解
決されず、様々な分野の融合によって総合的に解
決していくことが多い。本授業では、農学部で開
講されている同じ授業と合同で実施され、農学部
の学生とともに、そのような国際協力の現場を理
解するとともに、国際協力では国際学部の学生と
してどのような専門性が求められているのかを理
解し、今後のキャリア形成へとつなげていく。

事前指導と合宿により，基礎的な学術英語能力を
習得する。合宿中の使用言語は英語のみ。テキス
トによる学習とプレゼンテーションを実施する。

本プログラムは、グローバルマインドを養う「グ
ローバル人材」の育成のためのプログラムです。
「International Career Seminar」は、本プログ
ラムにおける「合宿セミナー」の一環として開講
するものであり、学内外の講師によるテーマ別の
分科会ごとに、ワークショップやディスカッショ
ンを取り入れた、2泊3日の合宿形式の集中授業
で、授業は全て英語で?います。

本プログラムは、「グローバル人材」の育成のた
めのプログラムです。「国際キャリア教育」は本
プログラムにおける「合宿セミナー」の一環とし
て開講するものであり、学内外の講師によるテー
マ別の分科会ごとに、ワークショップやディス
カッションを取り入れ た、2泊3日の合宿形式の集
中授業です。

本実習は「国際キャリア 教育」プログラムの一環
として?われ国内および海外の企業・NGO・公的機
関・地方自治体、国際機関等でインターンとして
実習経験を積み、実務能?を高めます。インターン
後はレポート提出を課します。

海外フィールドワーク
演習Ⅰ

国際キャリア教育

国際キャリア実習（イ
ンターンシップ）

International
Communication

Seminar

International Career
Seminar

国際キャリア教育科
目

国際キャリア教育科
目

国際キャリア教育科
目

国際キャリア教育科
目

国際キャリア教育科
目
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At the end of the course with proactive
attendance&comma; students will be able
to:- Clarify and understand roles of the
actors in global issues- Address&comma;
demonstrate and analyze the current issues
of globalization and the way forward

この授業では植民地主義、ジェンダー、エスニ
シティ、地域共同体と世界システムの接合等の
今日的テーマを選択し、各自文献・フィールド
調査を行い、問題意識を発展させることを目標
とします。

相乗効果の大きな「キャリア形成への意欲」や
「学びの方向性の明確化」を参加学生が獲得す
ること目的とする。具体的には、国際協力の現
場で求められる専門性および資質を理解すると
ともに、国際学部において学ぶべき専門分野を
理解する。

この授業は以下の学習・教育目標と関連
します。（Ｂ）思考・判断：異なる時
代・地域の文化の様相に対し、比較考察
的で相対的な視点をもちつつ、科学的・
実証的であると同時に、想像力・感受性
豊かな考察・評価を行うことができる。
（Ｃ）技能・表現：講義、講演の聴講、
また専門研究書等の講読および読書にお
いて、その要点を正確に理解、把握し、
全体的にまとめることができる。専門的
な研究に際し、研究課題を設定して自ら
適切に資料・データ・文献を収集し、内
容にふさわしい方法論に基づいて主体的
かつ批判的にこれらを分析し、論理的な
考察を加えてこれを文章化することがで
きる。またその内容を、口頭で発表し、
かつ生産的な議論を行うことができる。
上記の事柄に必要な外国語や情報科学に
習熟する。（Ｄ）関心・意欲・態度：人
間の営みに関わるあらゆる事象・現象に
対して積極的に目を開き、自分の能力・
志向にかなった領域について意欲的な探
求を通して、主体的に関わることができ
る

国際協力の現場で必要とされる問題解決
のための知識・技術・資質を理化し身に
つける。

This course is related proactively to
“Learning +1” as to gaining
practical skills of English
proficiency and inter-cultural
communication&comma; required for
professionals in the international
filed

This course provides students with the
opportunities for critically reviewing and
analyzing the on-going global
challenges&comma; beyond borders and across
disciplines around the world. Through
providing conceptual clarity and concrete
case studies&comma; students will be directed
to understanding and drawing an overall
picture of global issues. Students will also
learn about some practical technics and tools
for problem analysis&comma; in order to
analyze the global issues and seek the real
global agenda.Globalization is a relatively
new aspect&comma; in association with
economic activities&comma; political
interventions&comma; social network and many
more aspects beyond borders. Therefore&comma;
it is also critical to learn and explore
about the new actors in the scene such as
NGOs and Civil Society. The course will then
finally explore the possible ways and
alternatives of solution for global
人類学が対象としてきた小規模な地域社会はグ
ローバル化された国際社会に巻き込まれる一方、
国際移民等を通して第一世界を侵食し、先住民運
動、伝統文化の復興などの地域主義的動きを示し
ています。文化人類学の立場から第三世界の社会
変動に関連する諸問題を検討します。

海外フィールドワークIで修得した知識と資質をも
とに、実際に国際協力の現場である途上国を訪
問。現地で活躍するODA機関や国際NGO、現地組織
の訪問、海外の協定校大学の学生とのジョイン
ト・セッションを通して、途上国における国際協
力の実際と課題を学ぶ。

Global Management:
Asia and Development

アジア太平洋文化社会
研究A（民族誌学演

習）

海外フィールドワーク
演習Ⅱ

専門演習・実験実習
科目

国際キャリア教育科
目

国際キャリア教育科
目
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諸理論を具体的な事例に適用する思考方法、お
よび個人的関心を普遍的問題に還元する思考方
法の修得。また、先行研究の活用方法の修得。

文献研究やフィールドワーク調査を通じて調べ
たものを説明する能力と、他者の書いた論文や
文献、あるいは他者の発表を批判的にとらえる
習慣・態度を養います。

卒業論文の作成に向けて自己の関心を絞り込
む。また、関心のあるテーマに関する先行研究
の収集・整理・批判に関する方法論を獲得す
る。

東南アジア地域の社会的・文化的多様性への理
解を深めるとともに、日本との比較の視点も取
り入れながら、東南アジアの現在の地域問題を
論理的に把握し、分析し、考察する力を身につ
けることをめざします。

国際学部国際文化学科演習科目の教育目
標に対応します。

世界における文化のありようを歴史的・
地理的観点から、分野横断的に理解し、
関連した基本的な知識を身につけた上
で、それを土台にしてさらに地域的また
は分野的に特化した文化領域についての
深化した知識・認識を有するためにいか
なる学習が必要かという点を指導する。

この授業は、国際学部の教育目標「世界
の様々な国と地域におけるグローバル化
と多文化共生に関する現状と課題につい
ての知識を有し、それらの問題構造を理
解することができる(知識・理解)」、
「多文化共生社会における諸課題につい
て、その問題構造を踏まえつつ、異なる
立場の人々への想像力や共感を土台とし
て、学際的・多角的・専門的に考察し、
価値選択や目標設定を行うことができる
（思考・判断）」および「異なる文化や
社会の在り方を尊重しつつ、グローバル
化する地域と世界の問題解決に積極的に
関わろうとする21世紀型グローバル人材
（グローカル人材）としての主体性と実
践的な行動力を備える（関心・意欲）」
に対応します。

国境を越えた社会の諸問題を、分野横断
的に理解し、関連する基本的な知識を身
につけ、それを土台にしてさらに自ら選
択した専門的テーマに関する、地域的ま
たは分野横断的に特化・深化した知識・
認識を有する。異なる時代・地域の社会
の諸問題を比較し、実証的かつ合理的に
考察することができる。専門研究書等の
講読および読書において、その要点を正
確に理解、把握し、全体的にまとめるこ
とができる。専門的な文献の読解や実地
調査によって得られた知識や情報を主体
的かつ批判的に分析・総合し、論理的な
考察を加えてこれを文章化することがで
きる。またその内容を口頭で発表し、か
つ生産的な議論を行うことができる。自
分たちとは異なる世界各地の社会問題に
広く関心を持ちながら、自己の文化との
相違を尊重することができる

本授業は「中国文化論」の既習者を対象としたも
ので、受講者各自の調査・研究に基づき、中国文
化、及びその背景となっている中国社会について
より深く知見を得ることを目的とします。このた
め、受講者には自己の興味に則してテーマを設定
してもらい、発表をしてもらいます。また、中国
本土にとどまらず、台湾・香港・シンガポールな
ど、華人社会やその文化も対象とします。

東南アジア地域に関するテキスト（文献･資料）の
輪読

中東地域を例にとり、地域研究の具体的事例を先
行研究から学ぶ。

「韓国文化論」の授業を通じて知り得た（あるい
は発見した）韓国の文化や社会、歴史などへの知
識を深め、韓国の人たちがいかに考え、行動し、
そしていかなるものを成し遂げてきたのか、ある
いは成し遂げようとしているのかについて各自分
析を行います。

アジア太平洋文化社会
研究E（中東地域研究

演習）

アジア太平洋文化社会
研究B（韓国文化論演

習）

アジア太平洋文化社会
研究C（中国文化論演

習）

アジア太平洋文化社会
研究D（東南アジア論

演習）

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目
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米国文学を読解するための知識と技能を習得す
る。

From a comparative perspective&comma; this
seminar aims at engaging the students into
the analysis of the differences of economic
growth and development between Anglo-Saxon
America and Latin America. We will focus on
the influence of the initial conditions or
endowments -geography and demography-
&comma; and institutions -property
rights&comma; suffrage&comma; the rule of
law&comma; and the existence of
trust&comma; whether formal or
informal&comma; and education- on the
divergent growth paths&comma; in an attempt
to explain why Latin America fell behind.

フランス語文化圏に関する専門的な文献の内容
を、その文献に即して正確に理解するととも
に、先行研究と自らの観点を区別・比較する基
礎的な思考力を養います。また、文献調査、レ
ジュメ作成、口頭発表、論文執筆などの基礎的
な技術を学び、フランス語文化圏の価値観につ
いて、自ら積極的に調査・理解・分析する自学
自習の重要性を自覚できるようになることを目
指します。

・イギリス文化について、自ら調査する方法を
身に付ける。・調査した内容を効果的に報告す
る技術を身に付ける。

米国の文化・歴史について主体的に学び、かつ
自分なりの問題意識に基づいて調査・分析結果
発表し、文章化する能力を身につける。

本講義はディプロマポリシーA&comma;Dに
関連します。国際学部の専門教育科目で
あり、ラテンアメリカの経済の情勢や、
ラテンアメリカ地域や国家について関心
がある学生を対象とします。

国際学部ディプロマ・ポリシー（Ｃ）講
義、講演の聴講、また専門研究書等の講
読および読書において、その要点を正確
に理解、把握し、全体的にまとめること
ができる。専門的な研究に際し、研究課
題を設定して自ら適切に資料・データ・
文献を収集し、内容にふさわしい方法論
に基づいて主体的かつ批判的にこれらを
分析し、論理的な考察を加えてこれを文
章化することができる、に対応する。

国際学部ディプロマ・ポリシー（Ｃ）講
義、講演の聴講、また専門研究書等の講
読および読書において、その要点を正確
に理解、把握し、全体的にまとめること
ができる。専門的な研究に際し、研究課
題を設定して自ら適切に資料・データ・
文献を収集し、内容にふさわしい方法論
に基づいて主体的かる批判的にこれらを
分析し、論理的な考察を加えてこれを文
章化することができる、に対応する。

国際学部ディプロマ・ポリシー（Ｃ）講
義、講演の聴講、また専門研究書等の講
読および読書において、その要点を正確
に理解、把握し、全体的にまとめること
ができる。専門的な研究に際し、研究課
題を設定して自ら適切に資料・データ・
文献を収集し、内容にふさわしい方法論
に基づいて主体的かる批判的にこれらを
分析し、論理的な考察を加えてこれを文
章化することができる、に対応する。

国際学部のカリキュラム・ポリシー６に
基づき、「多文化共生に関して自らの設
定した課題に関する資料・データ・文献
を収集し、適切な方法を用いて比較考察
的・批判的にこれらを分析し、論理的な
考察を加えた研究成果を文章化し、また
口頭で発表して生産的に議論する
（…）」ことを目指します。

米国の文化・歴史についての専門書を輪読し、知
識と分析力を身につける。その後、各自の興味関
心に応じたテーマについて発表し議論する。

米国文学のテクストを精読し鑑賞する。

It discusses the patterns of economic growth
in the Americas settled by European
nations&comma; and how these patterns were
influenced by differences in endowments and
institutions.

この授業は、フランス文化論（２年・後期・講
義）の既習者を対象とします。フランス文化に関
する専門性の高い研究を行なうための準備クラス
です。日仏比較の観点から異文化理解とは何かを
考察した学術論文を精読し、論文の作法を学びな
がら基礎知識も習得します。文献読解のための調
査を行ない、他人に理解可能な言葉で発表するこ
とを実践的に学ぶ授業です。

イギリス文化について、自ら調査するための訓練
を行う。

欧米文化社会研究G
（アメリカ文学演習

B）

欧米文化社会研究H
（Seminar in Latin
American Studies)

欧米文化社会研究A
（フランス文化論演

習）

欧米文化社会研究B
（イギリス文化論演

習）

欧米文化社会研究E
（アメリカ文化論演

習）

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目
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This comparative culture course utilizes
various disciplines (e.g.anthropology，
history， literature， etc.) and various
methods， both qualitative and
quantitative， to analyze cultural
phenomena for the purpose of better
understanding our own and other cultures.
This seminar will explore relevant topics
of interest connected to the process of
comparing and understanding different
cultures. Each week students will be
presented with information on various
topics for consideration. Discussion of
current topics in the international and
domestic media concerning society&comma;
economy&comma; religion&comma;
family&comma; and other topics of interest
多角的な視点から文化を読み解く力を身に着け
ることを目指します。また演習を通じて自ら
テーマを設定し、考察し、発表する経験を積み
ます。

 日本の伝統文化を継承する意識を持って実践的
に身につける。 日本文化を発信する能力の向上
につながることが期待される。

・読んだ文献の内容を的確に要約できること・
読んだ文献の論点について論理的に自分の意見
を述べることができること・身近な日本語を観
察し、分析的に考察する手法を身につけること

グループで社会調査を行なうことを通して、他
者と協働することを学ぶ。そのうえで、卒業研
究に向け、単独で地域調査ができるようになる
ことを到達目標としている。

 カリキュラム・ポリシーの次の項目と関
連している。多文化共生を目指すうえで
直面する課題を、構造的に把握する能力
を身に付ける。

国際文化学科の達成目標のうち、とくに
「技能・表現」の項目に対応している。

以下のカリキュラム・ポリシーに対応し
ている。「資料や専門書の分析・読解、
実地調査、そして論理的な文章執筆のた
めの方法論を学び、専門的な議論を組み
立てるための、論理的な思考力を要請す
る」「調査し、分析した内容を体系的に
まとめ文章化し、または口頭で発表して
考察内容を伝えると同時に、ほかの人々
と問題を共有するための表現力を養成す
る」

この授業は次の学習・教育目標と関連し
ます。（Ａ）知識・理解：国境を越えた
社会の諸問題を、分野横断的に理解し、
関連する基本的な知識を身につけ、それ
を土台にしてさらに自ら選択した専門的
テーマに関する、地域的または分野横断
的に特化・深化した知識・認識を有す
る。（Ｂ）思考・判断：異なる時代・地
域の社会の諸問題を比較し、実証的かつ
合理的に考察することができる。

国際学部の以下の教育目標に対応してい
ます。多文化共生に関して自らの課題に
関する資料・データ・文献を収集し、適
切な方法を用いて比較考察的・；批判的
にこれらを分析し、論理的な考察を加え
た研究成果を文章化し、また口頭で発表
てして生産的に議論する

この授業では内省にもとづいて現代日本語を観察
することを出発点として、関連する日本語学の基
本的な文献をよみ、日本語を分析的に考察する手
法を学ぶとともに、論理的な文章を理解し、自身
の考えを論理的に表現する力を身につける。講読
する文献は日本語学の領域のうち、方言研究、語
彙研究、文法研究、文字研究等のなかから参加者
の希望に沿って選定する。

調査前の下準備（文献研究・調査計画・アポ取り
など）、現地調査（聞き取り調査・参与観察な
ど）、データ整理と分析、報告書作成といった社
会調査の一連の流れを、参加者全員で協力しなが
ら実践的におこなう。なお、この実習は、国内・
国外を問わず、農山漁村などの村落社会におい
て、中長期的な住み込みによるフィールド・ワー
クをもとにした卒業研究を計画している学生を対
象としている。

Using the diversity of the class as a
resource， this class will explore various
topics such as gender， race，
stereotypes&comma; environment， conflict
etc. To see how our idea of ”culture and
identity are constructed and how it is
maintained in the mass media today. Themes
will be introduced and developed using class
handouts but students are expected to make
weekly contributions based on their own
research and experiences.

表象文化論を学ぶにあたり、この学問分野で何を
行うのかという基本的な事柄から、実際に研究す
るために実に付けておきたい方法論までを演習形
式で学びます。また、受講者には、それぞれに関
心あるテーマを設定した上で学んだ内容を生かし
発表してもらいます。

 日本の伝統文化について、着物を中心として、文
献資料や映像資料によって得た知識を土台とし
て、実技を含む演習によって学ぶ。

比較社会文化研究A
（Seminar in

Comparative Study of
Culture)

比較社会文化研究B
（表象文化論演習）

日本文化社会研究A
（日本文化論演習）

日本文化社会研究B
（日本語論演習）

日本文化社会研究C
（地域社会論実習）

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目
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受講者の皆さんが持つ多様な文化的・社会的・
言語的リソースを活用しつつ、共同作業と内省
によって、他者と自身のコミュニケーションス
タイルをより深く理解することを目指します。
参加者ひとりひとりが、世界の多様性に驚いた
り、自分のこだわりを明らかにしていったり、
今までに意識していなかった自己表現の特徴や
自身の学習の文化に気づいたり、答えを見出し
たい課題を見つけたりする、（そして、可能な
らば卒業論文研究など将来の活動につなげる）
ということが、ここでの学習の過程で起こるこ
とを期待します。

This course is designed to get students to
engage in culture primarily through media
and the arts. We are meeting in the Image
Lab in order to engage visually with our
materials. Final projects will consist in a
photographic essay.

この演習では、コミュニケーションの基礎とな
る言語知識（特に文構造の知識）を理論的に解
明する方法について学びます。英語を主に対象
とし、生成文法理論の枠組みで分析していきま
す。また、語用論/社会言語学と認知言語学の文
献も取り上げます。

英語の音声と言語教育・学習に関して発表と議
論を通して理解することを目標とする。

国内外で日本語教育を展開していく上での問題
とその解決について客観的かつ分析的に自ら考
えることができるようになることを目指す。

Critical thinking through
constructions of identity in the
context of culture and culture
studies is the focus of this course
in preparing students to assume a
global perspective while continuing
to maintain productive local and
regional relationships. 関心・意欲・
態度：人間の事象・現象に対して積極的
に目を聞き、自分の能力：主体的に関わ
ることできる。

多文化共生基礎B（言語学）の履修をふま
え、言語に関する文化領域の知識を深
め、英語で書かれた入門的専門書の講読
において、要点の正確な理解と全体的な
まとめを行った上でその内容を口頭発表
して生産的な議論も行う能力を養いま
す。また、自分で研究課題を設定して資
料を収集し、適切な方法論で批判・分析
した上で小論文を作成する能力も養いま
す。

英語の音声と言語教育・学習に関する知
識と理解を深め，学術的内容を英語で発
表・議論する能力を養い，研究に対する
能力を養うこと。

第二言語・外国語としての日本語という
視点から自らの言語文化・言語行動を捉
えなおすとともに、言語の問題を主体的
かつ具体的に考える思考力・判断力を身
につける。

授業の中で多様性を受け入れて共同作業
することで、異なる立場の人々の間の相
互不理解の問題を誠実に受け止め、言語
の壁を越えた理解に向けて、自身の限ら
れた言語の知識・技能をも最大限活用し
て工夫することにより、国際社会で有意
義な活動をするための基本的な能力・技
能を養います。

英語の音声と言語教育・学習に関して発表と議論
を通して学生中心の授業を行う。

主に言語習得及び外国語教授法に関する諸理論を
ふまえて日本語教育の方法を考察する。教材の検
討、専門書や文献の講読、討議等を通して具体的
な事例を知り、日本語教育に関する専門的知識を
深める。子どもへの日本語教育や国内外の日本語
教育の現状と課題についても取り上げる。

外国語学習の成果を「母語(native language(s))
と目標言語(target language(s))を話す多言語話
者(multilinguals)になること」と捉えます。そし
て、日本語教育の現場で実際に起こり得る言語学
的問題（言語自体の難しさ）と教育学的問題（学
びにくさ）を考える材料とし、学問という接近法
による自分ならではの問題解決の楽しさ・達成感
を経験してほしいと思います。教師の指示による
模擬授業など教授活動のシミュレーション、イン
タビュー、グループディスカッションなどを行い
ます。学習者の視点を何よりも重視するので、授
業では頻繁に発言や意見表明を学生の皆さんに求
めます。

How do we construct identity? What is the
nature of culture and what is ideology? How
do we position ourselves as subjects amidst
contending notions and expectations of
identity across cultures? For the duration of
this course we will be immersed in questions
of identity&comma; particularly in our
encounter with culture (cultural
studies.)Through the process of reading and
writing we will be developing our critical
thinking skills to work through these
questions and to develop those ideas into our
言語学の文献を読んで知識を深めながら、方法論
を身につけます。ハンドアウトを作成して口頭発
表する能力も訓練します。言語・コミュニケー
ション研究クラスターに属する演習科目です。

言語・コミュニケー
ション研究D（日本語
教育と国際協力演習）

比較社会文化研究C
（Literature in

Translation Seminar)

言語・コミュニケー
ション研究A（言語学

演習）

言語・コミュニケー
ション研究B（Seminar
in Phonetics and

Language
Teaching/Learning)

言語・コミュニケー
ション研究C（日本語
教育方法論演習）

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目
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日本語教育を展開していく上での専門的な知識
と技能を深めるとともに、実践的な問題解決力
を身につけます。

対人コミュニケーションに関係した研究を自分
自身で計画し，実際に実施して分析を行いまと
めることができ，さらにすでに行われた研究の
評価を適切に行うことができるようになること
を目指します。

実習を通してデジタル機器・ネットワーク技術
及びその活用能力を身に付けることを目的とし
ます．

様々な問題分析手法および発表手法を通じ、自
らグローバル・ガバナンスの問題を発見・分析
し、発表・説明することができるようになるこ
とを目指す。

１．国家、民族、社会、文化、教育等について
の複眼的なものの見方や論理的思考能力を養成
することを目指す。２．創造的かつ緻密な実践
的研究能力をを身につけさせる。

・実験計画の基礎を修得すること。・対
人コミュニケーションに関係した研究を
自分自身で計画し，実際に実施して分析
を行いまとめるための技能を習得す
る。・すでに行われた研究の評価を適切
に行うための方法を習得する。

情報化社会の諸問題に特化した知識の学
習とその理解，IT情報技術・技能を身に
つけることの教育目標に関連します．

経済的側面、国際政治、社会ネットワー
クや市民社会等を含む横断的テーマであ
るグローバル・ガバナンスは比較的新し
い言葉であり、特に国際社会におけるNGO
や市民社会などの役割も注目されてい
る。本授業では、地球規模の問題の解決
策を模索、議論し、グローバル・ガバナ
ンスのあり方を検証する。

「国際化社会に柔軟に対処し問題解決に
積極的に当たれる人材の養成」という国
際学部の教育理念に沿って、国際社会に
対する理解を深めるための科目として開
講する。

「日本語教育Ⅰ（日本語教育概論）」
「日本語教育Ⅱ（日本語教育と国際協
力）」「日本語教育方法論」で学んだ知
識・技能をさらに深め、より専門的・実
践的な能力を養います。「日本語教育プ
ログラム」の必修科目です。

本授業ではグローバル・ガバナンスをより深く理
解するために、貿易や社会的権利等、国境を越え
て、または国という枠組みを超えて起きている
様々な事象を紹介し、これからの国際社会のあり
方を考えるための議論を重ねていく。また、問題
分析等具体的な手法を学ぶことにより、自らの興
味・問題意識を系統的に整理し発表する技術を習
得する。

専門科目「移民と多文化教育」の授業で学んだ理
論的内容について実践的探求を通してさらに理解
を深める。

第二言語・外国語としての日本語を教える際に必
要な事柄を重点的に取り上げ、専門的な知識と技
能を身につけます。

この授業では，対人コミュニケーションに関係し
た実験や調査などの基本的な方法・実験計画につ
いて学びます。装置の制約などにより受講者数を
制限することもあるので，受講希望者は必ず初回
に出席すること。初回に都合がつかない場合は，
必ず前もって連絡してください。

デジタル機器やネットワーク機器の使い方を経験
しながら，必要最小限の情報発信力とネットワー
ク技術をマスターしていきます．SNSやWebによる
情報発信に必要なマルチメディアコンテンツを制
作します．その上，各自が興味のあるテーマを選
び，情報ネットワークについて深く考察して頂き
ます．

言語・コミュニケー
ション研究E（日本語

教育特別演習）

言語・コミュニケー
ション研究Ｆ（対人コ
ミュニケーション論実

験）

言語・コミュニケー
ション研究Ｇ（情報
ネットワーク実習）

国際協力研究Ａ（グ
ローバル・ガバナンス

論演習）

国際協力研究Ｂ（移民
と多文化教育演習）
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環境分野の知識を深めるとともに、読解力、分
析能力や論理的な思考力の養成、論理的な文章
執筆能力の向上、表現能力やコミュニケーショ
ンの向上をはかる。

１国際協力や開発問題を学ぶ、2 専門知識や問
題解決のための姿勢や心構えを学ぶ、3 フィー
ルドワークやその方法を学ぶ、4 発表・プレゼ
ンテーションの方法を学ぶ、5 討論の方法を学
ぶ、6 文献資料収集を学ぶ。

テーマ設定、論文・資料収集、研究方法、論理
的思考、論文作成技術を身につけます。１．途
上国の発展等に関連して、自ら設定したテーマ
に関する基本的知識・理解を深める。２．途上
国の発展等に関連して、自らテーマを設定し、
論理的に思考できる力を養う。３．文献・資料
収集や引用の基本的な技術を習得するととも
に、文章・口頭における表現能力を養う。４．
自ら設定したテーマについて理解を深めること
によって、自発的な学習態度を養う。

この演習では、以下の３点を授業の到達目標と
します。①大陸欧州や英国で新教育運動やグ
ローバル教育が成立してきた歴史的経緯やその
理論的背景を理解すること。②グローバル教育
に特徴的な教育理念や教育目標をはじめ、その
方法論や運動論を理解すること。③現代社会が
直面する地球的規模の諸問題の解決に向けて、
これからの「教育」が果たすべき役割や可能性
を検討すること。

主に文献購読を通じて、「問題意識」、「地
域」、「理論」、「実践」についての祖素養と
基本的な理解力を身につける。問題意識：なぜ
この研究をするのかという意味を根底から問お
うとする意識のこと。地域の研究：ある地域の
個別的・特殊的な性格を総合的に捉えようとす
る研究理論と実践：経験的対象の世界を統一
的・法則的に捉え説明する知識の体系が理論と
呼ばれ、自然的環境と社会的環境に働きかけ
て、この環境を変革、再構成していく目的意識
的行為（労働、実験、芸術製作、政治活動、社
会運動）が広く実践と呼ばれている

①知識・理解:発展途上国の発展等に関連
して、自ら設定したテーマに関する基本
的知識・理解を深める。②思考・判断:途
上国の発展等に関連して、自らテーマを
設定し、論理的に思考できる力を養う。
③技能・表現:文献・資料収集や引用の基
本的な技術を習得するとともに、文章・
口頭における表現能力を養う。④関心・
意欲・態度：自ら設定したテーマについ
て理解を深めることによって、自発的な
学習態度を養う。

この授業は、国際学部が掲げる４つの
ディプロマ・ポリシーのうち、特に以下
の項目と関連します。(Ｂ)思考・判断：
異なる時代・地域の社会の諸問題を比較
し、実証的かつ合理的に考察することが
できる。(Ｃ)技能・表現：講義、講演の
聴講、また専門的な文献研究書等の講読
および読書において、その要点を正確に
理解、把握し、全体的にまとめることが
できる。専門的な文献の読解や実地調査
によって得られた知識や情報を主体的か
つ批判的に分析・総合し、論理的な考察
を加えてこれを文章化することができ
る。またその内容を口頭で発表しかつ生
産的な議論を行うことができる。

文献講読や視聴覚教材の鑑賞を通じて、
それらが主張している要点を的確に捉え
るとともに、グループ討議を通じて理解
力や発言力を高めることに関連する。鋭
い問題意識をベースに行われている研究
や取組に向きあい、自分自身の問題意識
をより深めるための関心や意欲を育て
る。

国際学部ディプロマ・ポリシー（Ｃ）講
義、講演の聴講、また専門研究書等の講
読および読書において、その要点を正確
に理解、把握し、全体的にまとめること
ができる。専門的な研究に際し、研究課
題を設定して自ら適切に資料・データ・
文献を収集し、内容にふさわしい方法論
に基づいて主体的かつ批判的にこれらを
分析し、論理的な考察を加えてこれを文
章化することができる、に対応します。

国際協力や開発問題を分野横断的に理解
し、社会科学に関する基本知識を身に付
ける。国際協力の諸問題を比較し、実証
的かつ合理的に考察することができる。
専門的な文献やフィールド調査により得
られた知識や情報を主体的かつ 批判的に
分析・論理的な考察を行い、文章化し、
発表、議論することができる。

（1）卒業論文を念頭に置きつつ、自分の固有な問
題意識を構築しながら、どのような課題設定をす
るのか。自分の個性や能力を生かすどのような研
究を志向するのか、について考える。（2）国際
学・国際学部についての理解を深める。（3）「問
題意識、課題設定、研究動向、独自な手法、主張
や結論」という体系性について考える。

この分野をより深く勉強したい方の為の演習で
す。「環境と国際社会」（基盤）、「環境と国際
協力」「地球環境政策論」（専門）を受講済み、
もしくは受講中の学生に適した授業です。専門的
な文献の講読、フィールドスタディ、討論や議論
を通じて、地球環境政治や環境をめぐる国際協力
について、理解を深めます。また、地球環境保
護・保全のための国や地方レベルでの取組みを比
較考察し、国や地域によって取組みが異なる原因
についても考察します。

国際協力とは何か、世界にはどのような開発に関
する諸問題があるのか、開発に従事する関係者は
どのような姿勢や心構えでないといけないのか、
その問題発見能力や問題解決するた めの行動力を
身に付け、国際協力の基礎、キャリアを学びま
す。

貧困と豊かさ・経済発展・格差に関して、現状及
び既存の理論的説明を理解した上で、各自が興味
を持つテーマについて考察します。それぞれの問
題意識に基づ き、各自の興味のあるテーマについ
て掘り下げ研究を始めるとともに、論文や資料な
どの収集、研究方法、論理的思考、論文作成技術
などについて学びます。

今日の地球社会は、開発や環境、平和や人権、文
化や福祉、資源やエネルギーなどに関わる地球的
規模の諸問題に直面しており、こうした諸問題を
早急に解決していくことが人類共通の地球的課題
（global issues）とされています。この演習で
は、こうした地球的諸問題の理解や解決に向けた
教育実践として、先進的な取り組みが見られる英
国や欧州におけるグローバル教育（開発教育や市
民教育などを含む）を取り上げます。そして、そ
の理念や実践に着目しながら、オルタナティブな
教育としての今後の役割や可能性について検討し
ていきます。

国際協力研究C（環境
と国際協力演習）

国際協力研究Ｄ（国際
協力論実習）

国際協力研究Ｅ（途上
国経済発展論演習）

国際協力研究Ｆ（グ
ローバル教育論演習）

国際共生研究Ａ（人の
国際移動と日本演習）
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専門演習・実験実習
科目
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科目

専門演習・実験実習
科目
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a 0.2

b 0.2

c 0.3

d 0.3

・先行研究と自らの考察を区別し、比較しなが
ら、法学的・政治学的な枠組みを使って思考、
判断する。 ・国際関係論の専門書を読み、その
内容をまとめて口頭発表し、議論する。 ・法
的、政治的な国際問題についての情報を意欲的
に収集し、自発的な学習態度を身に付ける。

学術的な研究方法の基礎を体得することが最大
の目標である。そのために、前半部分では、文
献の読み方・メモの取り方・発表の仕方を訓練
する。後半部分では、個別テーマの選択・関連
文献のリサーチ・研究発表を身につけることを
目標にする。

専門的な文献・資料の読解力・分析力を養う。
またこのことを基礎として、論理的な考察力・
表現力を養う。

-

・多文化共生教育に関する基本的知識を得
る。・学術論文を読み、その意図するところを
理解した上で、それに対する意見を述べること
ができる。・発表のために必要な文献や資料を
検索、入手し、分析することができる。・根拠
を示しながら論理立てて意見を主張することが
できる。

学生は自身の興味・関心に従って、この
専門分野の演習を選択し、同分野におけ
る学習の専門性を深めると同時に、主体
的かつ批判的な分析力を養成する。資
料・専門書の分析・読解、実地調査、そ
して論理的な文章執筆のための方法論を
学び、専門的な議論を組み立てるため
の、論理的な思考力を養成する。調査
し、分析した内容を体系的にまとめて文
章化し、または口頭で発表して考察内容
を伝えると同時に、他の人々と問題を共
有するための表現力を養成する
専門的な知識を習得し、論理的に思考す
る能力を養う。

-

多文化共生教育に関する先行研究の分析
を通じて、論理的思考力と課題解決能力
を涵養する。

自ら設定した課題に関する資料・デー
タ・文献を収集し、内容にふさわしい方
法を用いて比較考察的・批判的にこれら
を分析し、論理的な考察を加えた研究成
果を文章化し、また口頭で発表して生産
的に議論し、課題解決のために実践的に
行動するための力を涵養する。

-

日本における外国人児童生徒教育の現状と課題に
ついて理解し、多文化社会において求められる教
育について、欧州を中心とする諸外国の理論・実
践を参照しながら考察する。

国際関係に関連する分野の学術論文を読む作業を
通して、専門的知識を深めると同時に、卒業研究
の方法論を学習する。今学期は安全保障論に関係
する論文に加えて、戦争犯罪やジェンダーと紛争
の関係性にも注目する予定である。

前半部分では、国際政治や現代中国に関する専門
書を全員で講読し、討論する。後半部分では、各
自がより専門的な文献のリサーチと講読を進め、
個別テーマに関する研究発表をする。

国際経済や企業問題について文献・資料を読み、
報告・討論する。

国際共生研究Ｃ（国際
関係論演習）

国際共生研究Ｅ（国際
政治論演習）

国際共生研究Ｆ（国際
経済論演習）

卒業研究準備演習

国際共生研究Ｂ（多文
化共生教育演習）

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目

卒業研究準備演習

専門演習・実験実習
科目

専門演習・実験実習
科目



a 0.2

b 0.2

c 0.3

d 0.3

a 0.2

b 0.2

c 0.3

d 0.3

-

--

-

-

-卒業研究Ⅱ

卒業研究Ⅰ卒業研究

卒業研究


