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皆さんに聞きたいのだが、高校までの日本史は暗記科目の印象が強かったのではないか。ただただ年号を覚え、人名を覚える…確かにそれで

テストの点は取れたかもしれないが、そんな勉強をしていては、なぜ歴史を学ばなければいけないのか、その意味はわからないままだったので

はないか。

この講義ではたった一つの事件やたった一人の人物にこだわり、それを深く深く掘り下げていく。また高校では絶対に扱わないような様々なジャ

ンルの歴史について講義していく。

それはなぜか？

歴史を知ることで今の世の中をどう深く理解できるのか、現代に生きている私たちにとって歴史を学ぶ意味や意義とはなんなのかを考えてもらう

きっかけにしたいからである。

講義はできるだけ分かりやすく、専門外の学生さんにも理解できるように工夫するつもりなので、気楽にどうぞ。

特にありません。

歴史は人間が積み重ねたたくさんの轍（わだち）です。

それを深く理解できるようになるには、人生経験を積み重ねていく必要があると思います。

人生に無意味なものもなければ、知識に無駄なものもありません。

様々な講義を受講したり、色々な人生経験をして、

人間の幅を広げられるよう努力してみてはいかがでしょうか。

単位数 /  Credit 2

新しい日本史像 (S)

担当者名 /  Instructor 山崎 有恒

16226

１）歴史が今の世の中を考えるうえで、重要な切り口になることを知ることができる。

２）歴史を学ぶ意味や意義を理解することができる。 

３）歴史が好きになる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

受験に際し、北野天満宮にお参りすることに意味なんて

あるのか？

この講義の流れを説明します

第２回

人はなぜ疲れると海を見に行きたくなるのか？

太陰暦、明治改暦、過労死、丑の刻参り

第３回

病気にならないためにはどうすればいいのか？

養生書、気の文化、温泉

第４回

スローフードが大切なわけ

京都うんこ大戦争、パリの下水道、有機農法、コレラ

第５回

なぜ私たちは就職活動をしないといけないのか？

立身出世、ネパール、虎の門事件、難波大助

第６回

どんな女性を美しいと思いますか？

化粧、新美人、旧美人、大日本衛星会

第７回

高校などで能を見学すると、100％寝てしまうのはなぜ？

岩倉使節団、グラント、オペラ、そして能

第８回

初めてＨをした日に、お母さんの顔をまともに見られな

かったのはなぜ？

性の指南書、男女七歳にして席を同じうせず、大英帝

国、処女膜の発見

第９回

案外外国人の方がニッポン大好きな気がしませんか？

お雇い外国人、コンドル、ベルツ、フェノロサ

第１０回

奇跡の人、伊藤博文。もしくはコンプレックスとはかくも恐

ろしき

伊藤博文、長州ファイブ、この国に歴史はありません

第１１回

なんでこんなにも世界で日本は孤立しているのだろう？

トルコ、エチオピア、マリア・ルーズ号事件

第１２回

政党政治って本当に必要なの？

濱口雄幸、金解禁、ロンドン軍縮条約

第１３回

ゆとり教育は歴史的にみると必要だったんじゃないかと

ゆとり教育、教科書、教科書疑獄事件、＆京都

第１４回

日本の裁判制度ってやばくない？

裁判員裁判、司法官弄花事件、児島惟謙
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特になし

特になし

講義で聞いたことを、授業外においても良く考えてみてください。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第１５回

今私が暮らしている世界って、結局のところどうなんだろ

う？

進歩の歴史学～アダムスミス、マルクス。アジアの歴史

学～イブンハルドゥーン、そして竜安寺石庭

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） ただしＱＲコードシールを貼ったコミュニケーションペーパーを5枚以上提出したもののみ、試験

の受験資格ありとします。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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日本はアメリカと常に密接なかかわりを保ちながら近現代の歴史を築き上げてきた。本講義では、日本と共に太平洋社会の主要な一員であるア

メリカ合衆国の歴史を学ぶことによって、日本およびアメリカの「未来」を考えるための指針となるような、「過去」との対話を行う。

特になし。高校時代、世界史を履修したかどうかについては問わない。

講義中に指示されたテキストの該当ページをきちんと読みましょう。また、併せて参考文献にも目を通すと、より世界が広がります。教員に教えて

もらおう、という受け身の姿勢ではなく、自分から疑問点を見つけ出し、どんどん調べる攻めの姿勢を持つことが出来ればいいですね。

単位数 /  Credit 2

アメリカの歴史 (S)

担当者名 /  Instructor 小川 真和子

16269

史資料解釈を基礎とする歴史学の基礎を学ぶ。そして歴史学的な物の見方とは何か、といった基本的なことを踏まえながら、現代のアメリカ社会

が、これまでどのような歴史的経緯を経て今日の姿になったのか、俯瞰的に学ぶことを本講義の目的とする。

歴史＝暗記科目＝つまらない、という、高校時代までの詰め込み教育・偏差値偏重教育が生み出したトラウマを抱えた学生ほど歓迎する。逆

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

「日本人にとってのアメリカ」について考える

ポピュラーカルチャー、ファーストフード、米軍基地

２

アメリカ史を考える上での基本的概念について学ぶ

人種、エスニシティ、階級、ジェンダー、宗教

３

ヨーロッパ移民の植民地建設と先住民との関係について

学ぶ

プリマス、ポカホンタス、

４

アメリカ革命と連邦共和国の形成について学ぶ

独立戦争、独立宣言、合衆国憲法

５

奴隷制に関する議論の展開と南北戦争について学ぶ

リンカーン大統領

６

フロンティアの発展と先住民排斥の経緯について学ぶ

トクヴィル、西部開発、明白な運命

７

都市の形成と貧困問題について学ぶ

移民流入、アメリカニゼーション、

８

アジア系住民のアメリカへの移動について学ぶ

契約移民、排日運動

９

アメリカ帝国主義の膨張

米西戦争、フィリピン

１０

「太平洋の十字路」ハワイの発展とアメリカによる併合

ハワイ王国、日系移民、

１１

太平洋戦争について学ぶ

人種偏見、第二次世界大戦と戦後構想

１２

冷戦の展開について学ぶ

米ソ冷戦、朝鮮戦争、マッカーシズム、ベトナム戦争

１３

公民権運動・女性運動などマイノリティ運動について学ぶ

人種差別体制の動揺、フェミニズム

１４

保守主義の台頭について学ぶ

強いアメリカ、冷戦終結、湾岸戦争

１５

多様なアメリカとグローバル化について考える。

移民法改正、多文化主義、グローバルエコノミーの形成

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 普段、講義をしっかりと聞き、質問に答え、頭を使い、教科書に目を通しておけば出来ます。逆

に講義中、居眠りにいそしみ、教科書は 後まで触れもせず、他人のノートを頼りに受験すれ

ば落ちる問題を出します。

100 ％
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参考文件については講義中に指示する。

講義中に指示する。

授業にはきちんと出席しましょう。遅刻も講義の妨げになるので御法度です。

に、安易な単位取得を目指す怠け者学生は、この講義には近づかないこと！歴史学は史料を基に自分の頭を大いに使って考え、解釈するのが

本来の姿。質問、意見、大いに結構！でも居眠り、おしゃべり、内職学生は容赦なく教室からつまみだす。歴史をネタに皆さんと一緒に大いに語

り、考え、歴史的思考を楽しみましょう。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

アメリカの歴史　テーマで読む多文化社会の夢

と現実

有賀夏紀・油井大三郎編／有斐閣アルマ／4-641-12162-1／第一回目の講義から使

用します

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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　イスラームに関する基礎知識を体系的に学ぶ。以下の三点について、イスラームの多様性に配慮しつつ順に解説を加える。

（1）イスラームとは、何を信じ何を行うことか

（2）イスラームがムスリムの生活・文化・社会に与える影響

（3）イスラーム世界諸地域の歴史と現状

　特になし。

　普段からイスラーム世界関係のニュースに注目しておくと本講義の理解も深まると思われる。

単位数 /  Credit 2

イスラーム世界の多様性 (S)

担当者名 /  Instructor 矢島 洋一

13511

（1）イスラームに関する正確な基礎知識を修得する。

（2）イスラーム世界の多様性を認識する。

　受講者は継続して出席すること。また各自ノートをとって講義内容を整理しておくこと。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

イスラームの起こり

授業の進め方、ムハンマド、クルアーン、ハディース

2

イスラームの基本教義

六信五行

3

宗派

スンナ派、シーア派

4

イスラーム法

シャリーア、法源、学説法

5

ムスリムの生活習慣

食事、服装、右と左

6

死

来世、埋葬

7

ムスリム美術

偶像崇拝の禁止、絵画、書道、工芸、建築

8

トルコ

世俗主義

9

イラン

イスラーム主義

10

アラブ諸国（1）

共和制、エジプト、シリア

11

アラブ諸国（2）

君主制、湾岸諸国

12

東方イスラーム

中央アジア、南アジア、東南アジア

13

ヨーロッパ

移民、スカーフ

14

日本とイスラーム（1）

日本・イスラーム関係史

15

日本とイスラーム（2）

現在の日本とイスラーム

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） すべて講義の内容から出題し、知識の修得度をはかる。100 ％
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　必要に応じて何度かプリントを配布する。ただし、本講義のプリントは講義内容のまとめではなく資料にすぎないので、上述のように必ず

ノートをとること。

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

岩波イスラーム辞典 大塚和夫ほか（編）／岩波書店／4000802011／イスラーム関係の用語を調べるのに

便利である。

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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宇宙は私たちが観測でき、その上考えられるすべての天体の大集団とそれを含む全空間を含んでいる。しかもこれを宇宙誕生のはるか昔から

無限の未来にわたって考えた場合、時間と空間の一切全部が宇宙であり、従って宇宙誕生が我々の故郷と考えられる。そこで、 初に宇宙科学

の基礎的な事柄として、素粒子、原子核、原子と分子、相転移と超伝導、量子と実在、エントロピーを学んだ後、宇宙の進化に沿って、宇宙誕生

から始めて、銀河、恒星、太陽、地球の順序で講義を進める。

履修しておく科目は特にないです。宇宙と言う広大な自然に眼を向けることにより私たちが持っている感覚（五感：視覚、聴覚、味覚、匂覚、触

覚）を敏感にし、総合的な観点から自然を見る事の重要性を学んでほしい。そのために教科書並びに参考書を読むことを勧める。また、日常報

道される科学ニュースに眼を向けていただきたい。科学の考え方や分析の進め方を私たちの身近な現象に適用し、これからをどのように生きる

かを考えるきっかけにしてほしい。

単位数 /  Credit 2

宇宙科学 (S)

担当者名 /  Instructor 吉村 幸雄

16266

本講義では、宇宙をテーマに科学するため、先ずその基本法則である物理学の概念を学習した後、宇宙の進化について理解を深め、宇宙の誕

生から我々が住む地球の誕生から現在までを学ぶことを目標とする。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

授業概要、序論

宇宙物理学を学ぶ意義、宇宙の観測、宇宙からの情報

（可視光線、電磁波、距離、時間）

２

基礎的な事柄、素粒子

物理量のスケール、基本定数、素粒子の仲間たち、素

粒子に働く力、クオーク

３

素粒子　－世界の構成要素ー

素粒子物理学の歩み、素粒子の仲間たち、 素粒子に

働く力

４

素粒子

陽子、　中性子、　クォーク、　レプトン、　グルーオン、　

ニュートリノ

５

原子と分子　―物質界の煉瓦―

原子の構造、水素原子の場合、水素以外の原子の場

合、元素の周期律、原子から分子、原子の物理学の課

題

６

相転移と超伝導、量子と実在

超伝導の機構、完全反磁性、電子の粒子性と波動性、

粒子と波、光

７

相転移と超伝導　－ミクロからマクロー

1986年の出来事、オンネスの発見、相転移、水の相転

移、磁石の相転移、超伝導はなぜ起きるか、完全反磁

性―超伝導の 大の特徴―、電流と磁場、超伝導の応

用

８

量子と実在 －現実と幻想のはざまでー

粒子としての電子、　波としての電子、　粒子と波（粒子

の波動性、de Broglie 波）、光も粒子であり波である、　

弱い光も干渉縞を作る、電子の運動

９

エントロピー　　－過去は戻らないー

自由エネルギー、 エントロピー、 自然対数、 熱力学第

一・第二法則、 変化の向き、 (情報のエントロピー) 、 ゆ

らぎ、エントロピーをめぐる話題：　宇宙の将来、資源と

環境

１０

宇宙　－光と闇ー

オルバースのパラドックス、　銀河の運動、スライファー 

― ハッブル― ファーソン、パラドックスの解決、　理論

からのアプローチ、ガモフの夢

１１

宇宙　－光と闇ー

ガモフたちの予言―宇宙マイクロ放射―、　過去の再

現、定常宇宙論、宇宙の暗黒物質、可能な未来、インフ

レーション、宇宙の大規模構造、 宇宙は我々の宇宙だ

けか

１２

恒星　－ 果てしない輪廻 ー

1987年の出来事、漂う雲、星の誕生、水素燃料への点

火、主系列星、太陽は大飯くらい、赤い巨人、終末、宇

宙の素材、　取り残された芯、新たな誕生

１３

恒星　－果てしない輪廻ー

終末、宇宙の素材、　取り残された芯、　新たな誕生、パ

ルサーの発見、　パルサーは中性子星である、　ブラッ

ク・ホール

１４

　太陽系　－地球の家族たちー

惑星の素顔、惑星はどのようにして誕生したのか、太陽

系が誕生した時刻、惑星を作るもの、惑星の位置、重要

な問題
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授業は教科書の項目に沿って進める。尚、学生諸君は本書を教科書としてだけ読むに止まらず、ここから科学のより広い世界へ眼を向けて

いって欲しい。

講義はパワーポイントを使って行う。講義で使うパワーポイントはWebの講義レジメで閲覧できるようにしておくので、予習、復習に利用するように

してください。

授業は授業スケジュールに沿って毎回異なった内容で行う。従って、途中の欠席はその後の講義内容の理解を妨げる。欠席した場合はWebの

講義レジメで自習しておくこと。

 宇宙と言う広大な自然に眼を向けることにより私たちが持っている感覚を敏感にし、総合的な観点から自然を見る事の重要性を学んでほしい。

そのために教科書並びに参考書を読むことを勧める。

吉村幸雄・E-mail:　 yukio@pl.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

１５

地球

宇宙の中の地球、大気の形成、海洋の形成と大気、光

合成生物の誕生、地球の内部構造、プレートテクトニク

スの誕生、月の起源

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験で評価する。試験問題は15回の講義内容を全て含んだ話題で作るようにする。試験

は、教科書、自筆ノート及び Web講義レジメを持ち込み可とするので、これを使って解答してくだ

さい。問題の解答は記述形式です。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

宇宙・物質・生命―進化への物理的アプローチ

―

高橋光一　／吉岡書店／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

宇宙論のすべて 池内　了／新書館／／

宇宙をあやつるダークマター 池内　了／岩波書店／／

基礎からわかる天文学 半田　利弘／誠文堂新光社／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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①映像の原点、②映像と表現の方法、③映像と社会

以上の3点を軸に、歴史的視点を土台として、多数の実例（視聴覚資料）を紹介しながら、映像文化の諸相を検討していく。また、専門を問わずに

様々な学問に取り組む上で基礎となる知識と思考法を提示する。

美学美術史、哲学、社会学、心理学、映画研究などの知識は講義の理解を深める上で役立ちます。

積極的に映像の経験を増やすこと

単位数 /  Credit 2

映像と表現 (SA)

担当者名 /  Instructor 松谷 容作

16365

映像の歴史について基礎的な知識を身につける。

映像表現に関する基本的な特質や思考法を身につける。

映像メディアと社会との関係性に関心を持ち、考える態度を身につける。

様々な映像を観ること

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

イントロダクション

映像、歴史、技術、社会

第2回

映像の原点①

写真と映画

第3回

映像の原点②

初期映画、消費社会

第4回

映像と表現の方法①

物語映画の技法（編集）

第5回

映像と表現の方法②

物語映画の技法（撮影と構図）

第6回

映像と表現の方法③

非物語映画、喜劇映画

第7回

映像と表現の方法④

ヒッチコック、ウェルズ、フィルムノワール

第8回

映像と社会①

イタリア・ネオレアリスモ

第9回

映像と社会②

フランス・ヌーヴェルヴァーグ

第10回

映像と社会③

アメリカン・ニューシネマ、ハリウッドの再生

第11回

映像と社会④

ポストモダン映画

第12回

別の映像の歴史①

現代に至る科学と映像

第13回

別の映像の歴史②

現代に至る広告と映像

第14回

別の映像の歴史③（ゲストスピーカー予定）

ビデオアート、メディアアート

第15回

映像と表現の未来

技術、科学、芸術

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 各回で取り上げた内容を十分に理解しているかどうか、また自分の言葉で、自分の考えを論理

性をもって述べているかどうかを評価する。

50 ％

平常点評価 授業に対するコメント（コミュニケーション・ペーパー）。50 ％
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特になし。

授業内で適時指示する。

授業内で適時指示する。

内容を理解するために積極的にノートをとること

コミュニケーションペーパー、授業後の直接対話など

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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①映像の原点、②映像と表現の方法、③映像と社会

以上の3点を軸に、歴史的視点を土台として、多数の実例（視聴覚資料）を紹介しながら、映像文化の諸相を検討していく。また、専門を問わずに

様々な学問に取り組む上で基礎となる知識と思考法を提示する。

美学美術史、哲学、社会学、心理学、映画研究などの知識は講義の理解を深める上で役立ちます。

積極的に映像の経験を増やすこと

単位数 /  Credit 2

映像と表現 (SB)

担当者名 /  Instructor 松谷 容作

16384

映像の歴史について基礎的な知識を身につける。

映像表現に関する基本的な特質や思考法を身につける。

映像メディアと社会との関係性に関心を持ち、考える態度を身につける。

様々な映像を観ること

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

イントロダクション

映像、歴史、技術、社会

第2回

映像の原点①

写真と映画

第3回

映像の原点②

初期映画、消費社会

第4回

映像と表現の方法①

物語映画の技法（編集）

第5回

映像と表現の方法②

物語映画の技法（撮影と構図）

第6回

映像と表現の方法③

非物語映画、喜劇映画

第7回

映像と表現の方法④

ヒッチコック、ウェルズ、フィルムノワール

第8回

映像と社会①

イタリア・ネオレアリスモ

第9回

映像と社会②

フランス・ヌーヴェルヴァーグ

第10回

映像と社会③

アメリカン・ニューシネマ、ハリウッドの再生

第11回

映像と社会④

ポストモダン映画

第12回

別の映像の歴史①

現代に至る科学と映像

第13回

別の映像の歴史②

現代に至る広告と映像

第14回

別の映像の歴史③（ゲストスピーカー予定）

ビデオアート、メディアアート

第15回

映像と表現の未来

技術、科学、芸術

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 各回で取り上げた内容を十分に理解しているかどうか、また自分の言葉で、自分の考えを論理

性をもって述べているかどうかを評価する。

50 ％

平常点評価 授業に対するコメント（コミュニケーション・ペーパー）。50 ％
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特になし

授業内で適時指示する。

授業内で適時指示する。

特になし。

内容を理解するために積極的にノートをとること

コミュニケーションペーパー、授業後の直接対話など。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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エリアスタディの目的は、ある地域を多角的・総合的に捉える能力を養うことにある。しかし、昨今の世界情勢は、英米中心の国際金融界の衰退

と世界の多極化傾向とで大きく流動的である。したがって、本講エリアスタディーズ入門では、単一地域の精緻な理解よりも、多様な地域の相互

比較、相互関連性への理解に挑みたいと願っている。それによって、物理的・精神的に遠く離れた社会と、私たちが生きる社会が、実は根底では

繋がっていることを確認することになる。そして、他者理解という作業をとおして自己について考え、自社会の相対化を試みたい。 

文化人類学、社会学、人文地理学、国際関係論。

単位数 /  Credit 2

エリアスタディ入門 (S)

担当者名 /  Instructor 山本 勇次

16201

　昨今の日本は世界の中で「ガラパゴス化」しつつあると言われている。日本のガラパゴス化現象を理解するためには、エリアスタディーズの中

に、「ジャパノロジー」（外国人による日本研究）を導入することは重要であろう。日本と他の地域との基層文化での類似性・相違性を明確に認識

することは、我々の日本人としてのアイデンティティを確かめるために役に立つだろう。国際化社会では、まず自分や自民族の文化的アイデン

ティティを他者（外国人）の視点から見つめなおすことが重要であろう。 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

ユーラシア大陸：『文明の生態史観』再考

梅棹忠夫、生態史観、旧大陸四大文明、植民地化、日

英歴史的並行現象、東南ア＝東欧

第２回

ユーラシア大陸：インドの植民地化と「インドヨーロッパ語

族」の発見

英国東インド会社、ウィリアム・ジョーンズ卿、アーリア

人、『リグ・ベーダ』、ラテン語、

サンスクリット語、比較言語学、バラモン教、

第３回

米国：　なぜ１米ドル札にピラミッドが載せられたのか？

米独立戦争、仏革命、フリーメイソン、「自由独立友

愛」、自由の女神、Ｂ．フランクリン

G.ワシントン

第４回

米国：『聖書』無謬説と宗教右派とネオコン

進化論批判、モンキー裁判、聖書無謬説、サザンバプ

テスト、ネオコン、産軍複合体

第５回

欧州・米国：欧州での資本主義誕生と米国での資本主義

革命

M.ウェーバー、プロテスタント倫理、天職、第一次世界

大戦、顕示的消費、フォーディズム

マーケッティング、ハリウッド産業、「アメリカン・ドリー

ム」、「象徴の貧困」

第６回

帝政ロシア：「ポグロム」の発生と「シオニズム」の誕生

ロマノフ王朝、ポグロム、ユダヤ人差別、シオニズム、ロ

スチャイルド家、第一次世界大戦、

イスラエルの誕生、『フィデラー・オン・ザ・ルーフ』、早川

雪舟の無声映画『チート』

第７回

中国：　ウィットフォーゲル『東洋的生産様式』と中国の

「水力社会」

ウィットフォゲル、水力社会、中央集権制、スターリン、

中国革命、毛沢東

第８回

中国：　中国社会の見えない掟＝「潜規則」

二つの天安門事件、潜規則、面子、汚職腐敗、冤罪、民

主化、ウチとソト、インターネット力

第９回

東南アジア：明治時代以来、日本とジャワに大きな経済

的格差が生まれたのは何故か？

クリフォード・ギアツ、日本、ジャワ、都市農村の相補的

発展、植民地主義、プランテーション

第10回

東南アジア：タイの「弛緩した社会組織」と日本の「緊張し

た社会組織」

ジョン・エンブリー、『須恵村』、"A Loosewly-structure 

Social System"

第11回

ネパール：「観光都市ポカラの多すぎる銀行と多すぎるマ

イクロファイナンス」

ネパール、ポカラ、スクンバシ、グルカ兵、ムハンマド・ユ

ヌス、グラミン銀行、

ノーベル平和賞、マイクロファイナンス、

第12回

ネパールとマレーシア：マレーシアの観光地ペナンへの

ネパール人出稼ぎ労働者

マレーシア、ペナン、ネパール人出稼ぎ労働者、マンパ

ワー手配師、グルカ兵組織

第13回

日本：ベネディクト『菊と刀』再考：「恥の社会」は変わった

のか？

R.ベネディクト、「スイサイド・アタック」、恥の社会、罪の

社会、恥の三類型、作田啓二、

井上忠司、

第14回

日本：「オタク」文化の功罪と「クール・ジャパン」の将来

社会の富裕化、カウンター・カルチャー、ミーイスム、政

治的シラケ、リア充、マンガ・アニメ、二次創作同人、コミ

ケット、コスプレ、視線革命、クール・ジャパン
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なし

なし

参考文献を適宜紹介する 

なし

なし

なし

議論をすることで思考が深まる。したがってできるだけ多くの学生に発言を求める。 

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第15回

ビデオ実習：沢木耕太郎『深夜特急II』（香港、マレーシ

ア、タイ）

フィールドワーク、一人旅への挑戦、危機管理

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験は、配布したレジメの持ち込みはありとする。100 ％

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet
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　科学・技術とは時々の時代における社会的課題を克服するとともに、社会のあり方を大きく規定するものである。たとえば、昨今の福島原発事

故は原子力技術、エネルギー問題への人々の関心を高めている契機となっている。

　本講義では、今日の科学・技術と社会の関係を、公害、エネルギー、原子力技術、情報技術を事例に考える。なお、講義では内容に応じて映

像資料等を用いる。また、講義の内容は進捗状況および受講生の要望などに応じて変更する場合がある。

講義後に該当する箇所をテキストで確認し、復習をしてください。

また、その他テキスト以外も読みたい人は直接質問に来てください。

単位数 /  Credit 2

科学・技術と社会 (SA)

担当者名 /  Instructor 中村 真悟

16212

公害、エネルギー問題、原子力技術、情報技術を通じて、科学・技術と社会の関係を考える。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

科学・技術と社会の関係とは

科学、技術、社会

2

公害問題から科学・技術と社会を考える(1)ー水俣病

高度成長、化学技術、産業の転換、責任

3

公害問題から科学・技術と社会を考える(2)ーイタイイタイ

病

高度成長、鉱山技術、責任

4

公害問題から科学・技術と社会を考える(3)ーアスベスト

問題

奇跡の鉱物、安全性、リスク

5

エネルギー問題から科学・技術と社会を考える(1)ーエネ

ルギーシフトの歴史

人力、畜力、蒸気力、内燃機関

6

エネルギー問題から科学・技術と社会を考える(2)ー自然

エネルギーの歴史

風力発電、オイルショック、代替エネルギー政策

7

エネルギー問題から科学・技術と社会を考える(3)ー技術

の普及と制度

自然エネルギー、制度設計、日本、ドイツ

8

原子力技術と社会(1)ー原子力の技術体系(1)

原子力、燃料、発電、廃棄

9

原子力技術と社会(2)ー原子力技術の技術体系(2)

原子力、地域、労働

10

原子力技術と社会(3)ー原子力技術導入の歴史

原子力、政治、経済

11

原子力技術と社会(4)ー被害と補償

原子力、被害、補償

12

原子力技術と社会(5)ー科学とメディア

原子力、メディア、科学

13

情報技術と社会(1)ー情報制御技術と生産技術の変化

コンピュータ、工作機械、化学技術

14

環境問題と自動車技術（２）情報技術と社会(2)ー情報通

信技術と生産・流通のグローバル化

インターネット、多国籍化、グローバル経営

15

科学・技術と社会を考える

科学、技術、社会

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％
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講義の内容等について質問がある人は、講義の際に配布する「質問カード」を利用するか、直接聞きにきてください。

また、講義に関連する参考資料は適宜紹介します。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

科学・技術と社会を考える 兵藤友博編／ムイスリ出版／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　科学・技術とは時々の時代における社会的課題を克服するとともに、社会のあり方を大きく規定するものである。たとえば、昨今の福島原発事

故は原子力技術、エネルギー問題への人々の関心を高めている契機となっている。

　本講義では、今日の科学・技術と社会の関係を、公害、エネルギー、原子力技術、情報技術を事例に考える。なお、講義では内容に応じて映

像資料等を用いる。また、講義の内容は進捗状況および受講生の要望などに応じて変更する場合がある。

講義後に該当する箇所をテキストで確認し、復習をしてください。

また、その他テキスト以外も読みたい人は直接質問に来てください。

単位数 /  Credit 2

科学・技術と社会 (SB)

担当者名 /  Instructor 中村 真悟

16215

公害、エネルギー問題、原子力技術、情報技術を通じて、科学・技術と社会の関係を考える。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

科学・技術と社会の関係とは

科学、技術、社会

2

公害問題から科学・技術と社会を考える(1)ー水俣病

高度成長、化学技術、産業の転換、責任

3

公害問題から科学・技術と社会を考える(2)ーイタイイタイ

病

高度成長、鉱山技術、責任

4

公害問題から科学・技術と社会を考える(3)ーアスベスト

問題

奇跡の鉱物、安全性、リスク

5

エネルギー問題から科学・技術と社会を考える(1)ーエネ

ルギーシフトの歴史

人力、畜力、蒸気力、内燃機関

6

エネルギー問題から科学・技術と社会を考える(2)ー自然

エネルギーの歴史

風力発電、オイルショック、代替エネルギー政策

7

エネルギー問題から科学・技術と社会を考える(3)ー技術

の普及と制度

自然エネルギー、制度設計、日本、ドイツ

8

原子力技術と社会(1)ー原子力の技術体系(1)

原子力、燃料、発電、廃棄

9

原子力技術と社会(2)ー原子力技術の技術体系(2)

原子力、地域、労働

10

原子力技術と社会(3)ー原子力技術導入の歴史

原子力、政治、経済

11

原子力技術と社会(4)ー被害と補償

原子力、被害、補償

12

原子力技術と社会(5)ー科学とメディア

原子力、メディア、科学

13

情報技術と社会(1)ー情報制御技術と生産技術の変化

コンピュータ、工作機械、化学技術

14

環境問題と自動車技術（２）情報技術と社会(2)ー情報通

信技術と生産・流通のグローバル化

インターネット、多国籍化、グローバル経営

15

科学・技術と社会を考える

科学、技術、社会

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

講義の内容等について質問がある人は、講義の際に配布する「質問カード」を利用するか、直接聞きにきてください。

また、講義に関連する参考資料は適宜紹介します。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

科学・技術と社会を考える 兵藤友博編／ムイスリ出版／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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20世紀後半、科学的発見とそれを応用した技術の飛躍的な進歩によって、人々の日常生活も急激に変化した。多くの技術は人々に恩恵を与え

るものであり、わたしたちの生活はこの50年ほどでそれ以前とは比較にならないほど豊かになった。しかしその反面、環境や健康、安全などに関

わる、それまでになかった問題も生まれている。

この授業では、科学技術の発展によって生じた倫理的諸問題を取り上げ考察する。

単位数 /  Credit 2

科学技術と倫理 (S)

担当者名 /  Instructor 鶴田 尚美

13634

1．問題を考えるにあたって必要な知識を習得すること。

2．倫理的諸問題について自分で考える態度を身につけること。

授業時に配布するレジュメに参考文献・ウェブサイトを記載するが、各自関心のある問題については積極的に調べてほしい。質問などある場合

は、授業終了後に受け付ける。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

授業の概要説明

2

倫理学の基本的な問題設定と考え方

規範、功利主義、義務論

3

専門職倫理

専門職、工学倫理の歴史、道徳的責任

4

企業の社会的責任

製造物責任、説明責任、リスク

5

内部告発の倫理

組織と個人、守秘義務、利害関係

6

安全性とリスク

安全の概念、リスクの受容性、リスク評価

7

工業所有権と倫理

所有権、特許制度

8

著作権と倫理

知的所有権の保護

9

ネットワークと倫理

セキュリティ、プライバシー、情報リテラシー

10

世界規模の問題（1）企業のグローバル化

グローバル化、異文化コミュニケーション

11

世界規模の問題（2）環境問題

環境保護、兵器開発

12

未来に対する責任

未来世代に対する責任

13

ビデオ

事例

14

科学リテラシー（1）

科学リテラシー

15

科学リテラシー（2）、期末テストの説明

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本概念の正しい理解と、授業内容の理解および扱われた倫理的問題に対する洞察力や問

題意識を問う試験を実施する。

80 ％

平常点評価 毎回出席をとる。出席が10回に満たない者は単位認定しない。20 ％
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教科書は使用せず、毎回レジュメを配布する。

他に参考文献がある場合は、レジュメに記載する。

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

工学倫理――実例で学ぶ技術者の行動規範 河村尚登／東京電機大学出版局／978-4-501-62640-2／

工学倫理入門 西原英晃［監訳］／丸善株式会社／4-621-07008-8／

誇り高い技術者になろう―工学倫理ノススメ 黒田光太郎／伊勢田哲治／戸田山和久［編］／名古屋大学出版会／978-4815804855

／

  科学技術倫理を学ぶ人のために   新田孝彦／蔵田伸雄／石原孝二［編］／世界思想社／4-7907-1135-8／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　人間の歴史の中で、産業革命以後の科学技術の発達は著しく、当初は「科学技術の発達は人間や社会を豊かにする」と信じられていた。しか

し、２０世紀後半から、この科学技術の急激な発達がもたらす負の側面がさまざまなところで顕在化し、科学技術と人間や社会のあり方を見直す

必要が高まった。この授業では、科学技術の発達と現代の環境問題をテーマに、科学的な見方・考え方および科学技術のあり方を考えたい。

　この授業では講義を一方的に聞くだけの授業に終わらせず、みんなで作る授業という新しいパラダイムの授業（アクティブラーニング）を目指

す。そのため、この授業ではグループ学習を取り入れている。自分たちで調べ、考えたことをクラスのみんなの前で発表し、それに対してみんな

でディスカッションすることにより、大学生としての学習の仕方を身につけるとともに、自分の頭で考える力を培ってほしい。

　授業の詳しい進め方については第1回目の授業で説明する。

特になし 

単位数 /  Credit 2

科学的な見方・考え方 (S)

担当者名 /  Instructor 木野 茂

13505

・科学的な見方・考え方を身につける。

・自分で問題を調べ、考える力をつける。

・グループ研究の仕方を身につける。

・プレゼンテーションとディスカッションができるようになる。

・授業を受け身ではなく、自ら学んだという実感を得る。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

科学的な見方・考え方とは何か、グループ研究の進め

方、グループ分けの希望調査

【キーワード】科学的な見方・考え方、人間、環境、社

会、グループ研究

第2回

課題研究とは何か、グループ分け、チーム・ミーティング

（１回目）：研究テーマの相談

【キーワード】課題研究、グループ研究

第3回

課題研究の方法、チーム・ミーティング（２回目）：グルー

プ研究の打ち合わせ

【キーワード】課題研究、研究方法、チーム・ミーティング

第4回

研究発表の方法、チーム・ミーティング（３回目）：グルー

プ研究の中間報告、発表日程の確定

【キーワード】研究発表、チーム・ミーティング

第5回

講義（公害）、グループ研究発表（１，２）

【キーワード】公害、グループ研究、プレゼンテーション、

ディスカッション

第6回

講義（労災職業病）、グループ研究発表（３，４）

【キーワード】労災職業病、グループ研究、プレゼンテー

ション、ディスカッション

第7回

講義（環境行政）、グループ研究発表（５，６）

【キーワード】環境行政、、グループ研究、プレゼンテー

ション、ディスカッション

第8回

講義（薬害）、グループ研究発表（７，８）

【キーワード】薬害、グループ研究、プレゼンテーション、

ディスカッション

第9回

講義（内部告発）、グループ研究発表（９，１０）

【キーワード】内部告発、グループ研究、プレゼンテー

ション、ディスカッション

第10回

講義（原子力）、グループ研究発表（１１，１２）

【キーワード】原子力、グループ研究、プレゼンテーショ

ン、ディスカッション

第11回

講義（原子力発電）７グループ研究発表（１３、１４）

【キーワード】原子力発電、グループ研究、プレゼンテー

ション、ディスカッション

第12回

講義（エネルギー）、グループ研究発表（１５、１６）

【キーワード】エネルギー、グループ研究、プレゼンテー

ション、ディスカッション

第13回

講義（差別）、グループ研究発表（１７、１８）

【キーワード】差別、グループ研究、プレゼンテーション、

ディスカッション

第14回

講義（専門家の責任）、グループ研究発表（１９、２０）

【キーワード】専門家の責任、グループ研究、プレゼン

テーション、ディスカッション

第15回

講義（今期の授業の総括）、グループ研究発表を振り返っ

て

【キーワード】科学的な見方・考え方、人間
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＊原則として2/3以上の出席を成績評価の要件とする。

グループ研究の大枠（班分け）は教科書の各章ごととし、班の研究テーマは各章の内容に関連したものを自分たちで設定する。グループ研

究発表の後、聞いた人は当日レポートで教科書と発表を関連させて論じる。

教科書の各章に参考文献を記している。 

　グループ研究ではチームワークが重要なので、チーム内では携帯メール等で連絡を取り合いながら進めることが必要である。

　この授業ではコースツールを活用する。 

必要に応じて授業で紹介する。

　私は自分の授業を「双方向型の授業」と名付けているが、その意味は、教員と学生の間、さらに同じ授業を受けている受講生同士の間でのコ

ミュニケーションを大切にする授業ということである。それはまた同時に、お互いに学びあう関係を作ることでもあり、自ら主体的に授業に参加す

ることでもある。この授業ではそれをグループ研究を通して達成したいと思う。

　発表の授業では受講生に司会進行をやってもらい、Q&Aを活発にしてみんなで作る授業を体得してほしいと願っている。

skino@fc.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・グループ研究発表の総括レポート（自分たちの発表の振り返りと他のグループ発表に対する

論述、30%）

・当日レポート（当日発表に対する論述と評価、40％）

・教室およびコースツールでのディスカッション等への参加度（30％）

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新版　環境と人間―公害に学ぶ 木野茂編／東京教学社／8082-5013-6／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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情報化の時代にあっては、知識が豊富であることの価値は徐々に減少し、それに代わって、情報を選択する能力や情報をもとに新しいことを構

築する能力が価値を持つようになる。この情報を選択する能力や新しいことを構築する能力は主に次の能力を鍛えることで開発される。第一は

自分が何をしたいのか自分を明確に把握する能力である。第二は自分の持っている知識をもとに科学的に判断する能力である。第三は情報を

総合する能力である。第一の能力を開発するよい方法は自分の考えていることを文章にしてみることである。第二の能力は疑問を持つことによ

り、第三の能力は法則性を発見することにより開発される。この授業では科学の歴史的事例を題材として、科学者がどのような疑問を持ち、どの

ような発想をしたかを紹介する。受講生は日常生活において、疑問に思ったことや発見したことを電子掲示板（BBS）に毎週報告していれば、疑

問を持ったり、発見する癖が自然と身に着く。

　　

この授業はインターネットを通じたオンデマンド形式＋スクーリング(1回)で実施される。学生は受講可能期間中（各講通常1週間）の好きな時間

に、自宅や大学のコンピュータ教室から授業を受けることができる。

受講は、立命館大学のコースツールを通じて行うため、コースツールの受講環境を満たす必要がある。

コースツールの受講環境はこちら

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/mr/i-system/rainbow/service/coursetool/env.html

●この科目はオンデマンド授業です。

　登録者は、立命館大学のコースツールを通して受講することになります。

　PCやインターネットの基本的な操作を習得している事が必要です。

　具体的な受講方法は、開講前に送信される事務局からのメールをご参照ください。

●開講前や開講中には、授業に関する大切な情報が、

　大学のメールアドレス宛てに送信されます。

　受信BOXの容量過多等のトラブルに注意し、

　大学からの案内を受信できる環境を整えるようにしてください。

　大学からのメールは、「……@st.ritsumei.ac.jp」のアドレスから送信されます。

●オンデマンド授業は、大学のマルチメディアルーム（オープンパソコンルーム）のPCから受講することができます。

　また、同様の受講環境（PCの性能、ブラウザの種類、通信速度）であれば、

　学外のPCからも受講することができますが、受講を保障するものではありません。

●詳しくは、次の案内用ページをご参照ください。

　http://www.ritsumei.ac.jp/ondemand/guide/110314_guide_ond.htm

なお、この授業では電子掲示板（BBS）への主体的な疑問・発見の書込みを期待する。他の学生の疑問・発見に積極的に反応することにより、相

互に見識が高められることを期待する。

講義開始日：4月12日（木）13：00から講義配信を開始します。

特になし

単位数 /  Credit 2

科学的な見方・考え方 (Z)

担当者名 /  Instructor 安岡 高志

53062

到達目標は考える習慣が身に付き、無意識の内に何故だろう、こんな法則が潜んでいるのではないかと考えながら生活するようになることであ

る。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

 第1回

ガイダンスおよび私の発見・発明の紹介

気がついたことは発見、工夫したことは発明、酸素を磁

石にくっ付ける方法

第2回

科学的な見方・考え方とは

再現性、価値観　

第3回

質量保存の法則の発見

ラボアジエ、天秤、化学反応

第4回

電子・原子の発見

Ｘ線、油滴、イオン、クーロン力

第5回

くらしの中の発見・発明

鉛筆、消しゴム、マッチ

第6回

食べ物の発見・発明

チーズ、アイスクリーム、インスタントラーメン
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この授業の目的は授業外（オンデマンド授業）で疑問を抱く習慣をつけることです。したがって、疑問を抱いたことを投稿する（メモを取る）ことが非

常に大切です。積極的に受講生同士のディスカッションに参加してください。

講義自身は科学的な見方や考え方を身につけたり、考える習慣をつけるための刺激であり、自主的に参加しなければあまり意味がありません。

大切なことは意識的に教室外で探したり、考えたりして、いつの間にかそれが習慣ずくことです。

次のメールアドレスに連絡してください。件名を「科学的な見方・考え方受講生」として、本文のはじめに学生証番号氏名を必ず記載してくださ

い。　yasuoka@fc.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第7回

有機化学の発見・発明

コールタール、染料、プラスチック、ビニール

第8回

医学・薬学の発見・発明

ワクチン、抗生物質　

第9回

化学工業の発見・発明

硫酸、織物産業、ダイナマイト

第10回

電気の発見・発明

摩擦電気、電池、発電機

第11回

原子力の発見・発明

核分裂、核融合、ウラン

第12回

エジソン

真空管、蓄音機

第13回

ドクター・中松

フロッピーディスク、CD、DVD

第14回

日常に生かす科学的な見方・考え方

能力開発、癖、習慣、見方・考え方

第15回

学期中に各キャンパス（立命館・ＡＰＵ）で１度スクーリン

グ（対面授業）を行います。所属大学のスクーリングに参

加してください。日程・場所は決まり次第コースツール上

でお知らせします。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 日常的な授業への取り組み状況（電子掲示板（BBS）への参加状況,小テスト、レポートなど） 

詳細

・小テスト・小レポート：10％

・ＢＢＳへの書き込み状況：40％

・ 終レポート：50％

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

発見・発明の大常識 板倉　聖宣　監修／ポプラ社／／

化学工業の発明発見物語 大沼　正則　編／国土社／／

エジソン ﾆｰﾙ･ﾎﾞｰﾙﾄﾞｳﾞｨﾝ、椿正春訳／三田出版会／／

ドクター・中松の発明ノート ドクター・中松／PHP研究所／／

その他 ／ Other
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古代社会から１９世紀までのヨーロッパを中心とする科学と技術の歴史を講義する。科学はどのように生まれし成長したのか、近代科学はどのよ

うにして確立したか、科学を担った人たちの人間像、科学と技術との関係、科学的知識とはどのようなものか、技術発達の特徴、どのように飛躍

するか、担った人たち、社会との関係、これらのことを歴史の中で扱う。講義で提供する素材をもとに、科学とはどのような知的営みであるのか、

技術の発達・飛躍はどのように生じるのかについて、自ら考える力量を養うために、討論、授業中レポートや課題レポートの作成を行う。

適宜、質問・興味関心についてのコミュニケーションペーパーの提出を求める。また、授業の進展にあわせてレポートを課すので、授業ごとの自

らの関心や疑問についてまとめる努力を日常的に行うこと。レポートの出題や事前学習について、コースツールに提示するので、コースツールを

日常的に見ること。

単位数 /  Credit 2

科学と技術の歴史 (S)

担当者名 /  Instructor 慈道 裕治

13633

１． 科学と技術の特質を人間活動に位置づけて理解すること

２． 科学と技術の具体的なあり方を社会の進展に位置づけて理解すること

３． それをもとに、科学と技術のあり方について自ら考えることができること

４． 科学と技術の進展に対する自らの関わりを自覚できること

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

科学・技術と人間・社会

科学、技術を人間活動として見る、講義の概要、基本

テーマ、学習の仕方

2

知識の獲得と技術

古代社会の生活と技術、地図と知識、馬車と技術、知識

と技術

3

数字はどのようにつくられたか

量の扱い、数字の発生、バビロニア・エジプトにおける

計算法、ピタゴラスと数

4

自然を説明する

古代ギリシャの自然学、元素論、原子論、アリストテレス

と目的論

5

職人社会と技術、知識

実用が生み出す知識、美と科学、デューラー、レオナル

ド・ダビンチ

6

近代科学の成立（１）

天動説から地動説への転換、プトレマイオス、コペルニ

クス、ガリレオ、デカルトの人物像とその業績。知的理解

の枠組みの転換、宗教と科学、自然観と実証精神な

ど、近代科学の基礎がどのように形成されたか。

7

近代科学の成立（２）

チコ・ブラーエ、ケプラー、ニュートンなどの人物像と業

績、近代科学の確立を担った人たちの考え方、自然の

見方の転換、社会の変化

8

科学・技術と人間

古代社会における科学・技術のから近代科学の成立過

程までの講義をもとに、人間活動としての科学、技術の

特質を深める。レポートのテーマと書き方について。

9

産業革命と技術（１）　道具から機械へ

人々はどのように糸を紡ぎ、布を織ってきたのか、産業

革命における変化、道具から機械へ、作業機革命、発

明家と企業家

10

産業革命と技術（２）　蒸気機関と動力革命

蒸気機関の発明、揚水ポンプから工場用動力へ、

ニューコメン、ワット、発明家と企業家との協力、科学へ

の影響

11

大量生産と技術

銃、ミシンの大量生産、互換制生産、アメリカン・システ

ム

12

日本の科学

ヨーロッパにおいて近代科学が成立し、産業革命が進

行している時期に、日本で科学はどのような状況にあっ

たのか。和算を例として取り上げる。

13

市民科学者の登場と科学の普及

マイケル・ファラデー、電磁気の科学、市民への普及、

レポートの講評

14

公害問題と科学・技術

化学工業と公害問題、イギリスにおけるアルカリ条例と

検査官制度、科学者の責任

15

現代への問い

歴史から何を学ぶか
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教科書は使用しない。講義レジュメはコースツールにアップする。ただし、容量の関係で、 新の資料２回程度で、順次消去する。欠席した場

合は、翌週中にダウンロード（プリント）すること。

毎回の講義に関する参考文献は授業中に紹介する

講義では、資料に重点を置く講義レジュメを配布する。学生は自らノートをとり、毎回、レジュメ、資料、自ら取ったノートとの関連がわかるように

整理すること。また、参考書を 低1冊は手元に置き、参考書の関連する内容をノートに記載するなど、ノートの作成に努力する。情報を収集し、

蓄積し、自らの知識として系統的に整理することの基本は講義でノートをとることにある。生涯にわたって求められる「知の技法」の基本は、講義

を聴きノートを作成することにある。

必要な場合は、次のメールアドレスにコンタクトすること。

jidou@sps.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 科学と技術の歴史に関する基礎的事項の理解度、自ら考え意見を持つことに関する問い70 ％

平常点評価 授業中に指示するレポートと日常的な授業への参加の状況を含めて評価する。30 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

科学技術史概説 山崎正勝著／ムイスリ出版／／

社会における科学（上・下） ジョン・ザイマン／草思社／／

自然科学概論（新版） 加藤邦興、慈道裕治、山崎正勝／青木書店／／

科学その歩み 藤村淳、兵藤友博他／東京教学社／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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人文社会科学においては、近現代の社会についての理解を深めるために、1980年代後半から「空間」と「文化」の問題に注目してさまざまな社会

現象を考察してきた。なかでも、空間的で文化的な実践である観光は、資本主義の近現代社会を象徴する現象としてしばしば検討の対象となっ

てきた。そこで本講義では、近年の観光学における重要な研究の視座である空間と文化に注目し、観光の空間がいかに文化的に生産されてい

るのかについて講述する。

授業後にテキストを読んで復習する。

単位数 /  Credit 2

観光学 (GA)

担当者名 /  Instructor 神田 孝治

16936

人文社会科学における空間や文化に注目した学術的視座と、それを用いた観光現象の分析について理解する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

授業の概要と導入／観光学をめぐる近年の状況

授業の進め方、成績評価の方法／観光をめぐる近年の

状況、観光学の状況

2

研究の視座: 観光、空間、文化(1)

観光の文化と空間の歴史、文化論的転回と空間論的転

回、観光空間と地理的想像力

3

研究の視座: 観光、空間、文化(2)

観光空間と地理的想像力、空間の矛盾と観光空間の生

産

4

事例1: 近代期における南紀白浜温泉の形成過程と他所

イメージ(1)

近代リゾート、他所イメージ、場所神話

5

事例1: 近代期における南紀白浜温泉の形成過程と他所

イメージ(2)

近代リゾート、他所イメージ、場所神話

6

事例2: 近代期における和歌山市の観光都市化と郷土へ

のまなざし(1)

観光都市、景観、郷土

7

事例2: 近代期における和歌山市の観光都市化と郷土へ

のまなざし(2)

観光都市、景観、郷土

8

事例3: 日本統治期台湾における国立公園の風景地選定

と心象地理(1)

国立公園、風景、心象地理

9

事例3: 日本統治期台湾における国立公園の風景地選定

と心象地理(2)

国立公園、風景、心象地理

10

事例4: 熊野の観光地化の過程とイメージの変容(1)

国立公園、リゾート、世界遺産

11

事例4: 熊野の観光地化の過程とイメージの変容(2)

国立公園、リゾート、世界遺産

12

事例5: 沖縄イメージの変容と観光空間の生産(1)

海、亜熱帯、文化

13

事例5: 沖縄イメージの変容と観光空間の生産(2)

海、亜熱帯、文化

14

事例6: 与論島観光におけるイメージの変容と現地の反応

(1)

イメージ、場所神話、コンフリクト

15

事例6: 与論島観光におけるイメージの変容と現地の反応

(2)

イメージ、場所神話、コンフリクト

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 空間や文化に注目した学術的視座と、それを用いた観光現象の分析について理解しているか70 ％
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講義中の私語は固く禁じる。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

を試す問題を出す。論理的思考力について重点的に評価する。

平常点評価 毎回、授業内容について意見・感想・質問等を記載する小レポートを課す。30 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

観光空間の生産と地理的想像力 神田孝治／ナカニシヤ出版／／2012年4月発行予定

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　日本経済を支えている会社のおかれている状況を理解するためには、会社というものの全体像をつかみ、その仕組みや運営・働きを知ること

が必要である。 このためには、企業に関する基礎的知識を確実に習得することである。 更に、企業間関係や企業のグローバル化などの現代企

業の活動、そして、直面する諸問題について理解しておくことが必要である。

　企業財務、CSR、或いはコンプライアンスなどに関する講義科目を履修済みであれば、本講義の内容は理解し易くなると思われる。

　日本経済新聞、週刊東洋経済などの経済紙の産業・経済関連の記事を読むことを薦める。

単位数 /  Credit 2

企業と社会 (S)

担当者名 /  Instructor 玉井 信吾

13541

「会社は誰のものか」をめぐる主要な議論の内容を学ぶこと、そして各議論の根拠を踏まえて比較・検討できるようになること、である。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

オリエンテーション（企業論、企業形態論の概要）。

コーポレイト・ガヴァナンス、ストック・ホルダー、ステイ

ク・ホルダー

第２回

会社とは何か/会社の種類/会社以外の事業組織

有限責任、無限責任

第３回

株式会社の誕生・普及/資本と経営の分離

証券化、専門経営者

第４回

会社の組織・制度/日本の株式会社・世界の株式会社

取締役会、監査役、執行役員

第５回

資金調達メカニズム/株式公開・株式上場

自己資本、負債、社債、説明責任

第６回

企業格差（大企業と中小企業）

中小企業政策

第７回

事業の縮小・整理・倒産

日常的・非日常的意思決定、撤退戦略、PPM

第８回

企業経営を支える制度・企業環境

資本主義のタイポロジー、政府の失敗、市場の失敗

第９回

企業間関係の諸類型/財閥と企業集団

水平的連関、社長会、独占禁止法

第10回

企業グループ/下請企業グループ

企業系列とその再編

第11回

日本企業の多国籍化/日本的経営の海外移転

海外直接投資、グローバル化

第１2回

外資系企業/世界の中の日本企業

三角合併解禁、現地化

第13回

企業の社会的責任・貢献/環境問題など

コンプライアンス、説明責任

第14回

企業形態論に関わる近年のトピックス

内部統制、持ち株会社

第15回

まとめ（到達目標確認のための問題演習を通じて）

（各回講義のKeyワードを参照されたい）。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述・論述形式を中心とする。70 ％

レポート試験 VTR教材を視聴した上で、設問に解答

してもらう。

0 ％

平常点評価   左記30％の内、20％はDVD教材を視聴した上で、

設問に解答してもらうレポートとする。　残り10％

は所謂「出席点」ではなく、毎回の質問・感想票＊

（＝任意提出）とする。　詳細は以下備考を参照。

30 ％
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＊定期試験として実施---

期末試験（評価全体の70％を占める）による。 DVD教材視聴を通じた小レポートも求めるが、あくまで上記試験にとっての補完的評価材料と

いう位置づけを越えることはない。　質問・感想票は「提出さえすれば即加点」ではなく、その内容に応じて 大で 10％考慮する。

　上記以外の参考文献については講義中に適宜紹介する。

日本経営学会--- http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsba/

組織学会---　　 http://wwwsoc.nii.ac.jp/aos/

　丸暗記だけで単位がとれる仕掛けにはなっていないので、そのつもりで受講するか否かを決められたい。

「会社は誰のものか」、「誰のものと言うにせよ，その根拠は何か」という問いを常に思い浮かべながら学ばれたい。

　本学公式HP内のコースツールを活用されたい。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

企業形態論（第３版） 小松 章／新世社／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

日本型コーポレート・ガバナンス 伊丹敬之／日本経済新聞社／／

テキスト現代企業論（改訂版） 坂本恒夫ほか／同文舘出版／／

西武事件 吉野源太郎／日本経済新聞社／／

CSR 谷本寛治／NTT出版／／

リーディングス日本の企業システム「企業とガバ

ナンス」

伊丹敬之ほか編／有斐閣／／第II期第２巻。

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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本科目は京都をテキストとして、歴史・地理・文学を中心に社会・経済・建築などさまざまな側面から学際的にアプローチし、京都の個性や地域性

を総合的に理解する。講義は各専門分野の立場からリレー方式で行われる。 

・ も興味をいだいた授業内容の要旨を簡潔にまとめ（本文800字以上）、さらにそれをふまえて自身のテーマ　を設定しテーマにかかわる

「場所」を訪れて得られた知見や参考文献を活用した自身の研究レポートを執筆（本文2200字以上）。合計3000字以上。

・その際、自身が訪れ、自身が撮影した風景（景観）写真を3点以上添付し、それらの写真についても概説を加える。

・写真をどこで撮影したのか、撮影箇所を明示した地図を添付。

・書式などについては、第１回の授業で指示する。またコースツールを参照。

単位数 /  Credit 2

京都学 (GA)

担当者名 /  Instructor 河角 龍典、佐古 愛己、田中 聡、奈良 勝司、本多 健一、村中 亮夫

14425

「京都」を多面的重層的にとらえ、他者に語ることができる。

自ら「京都」をフィールドワークし、そのフィールド経験を通じて、自身にとっての「京都」を他者に語ることができる。 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

「立命館京都学」の創成（河角）

京都学・地域学・地域研究・人文科学的アプローチ・デ

ジタル人文学・京都の自然環境

2

平安京の成立と都市化（佐古）

桓武天皇、平安京、怨霊、疫病、穢れ（ケガレ）意識

3

平安貴族社会の政治と文化（佐古）

藤原道長、古記録、儀式、都と雛、イエ

4

中近世都市・京都の形成－市街地の変遷（本多）

中世の戦乱、上京と下京、洛中洛外図、秀吉の京都改

造（寺町・御土居・天正地割）

5

京都の神社と祭り①（本多）

主要神社の性格と分布の特徴、式内社と式外社、氏神

と氏子区域

6

京都の神社と祭り②（本多）

京都三大（四大）祭り、中世の都市祭礼、山鉾と剣鉾、

室町幕府と祭礼

7

近世京都における町と町人の暮らし（本多） 

町式目、町人の日記、名所案内記、宗門改帳・京都府

戸籍

8

幕末維新と立命館 （奈良）

幕末維新、西園寺公望、中川禄左衛門、京都民衆、新

撰組  

9

岩倉具視にみる近代化と伝統  （奈良）

 

幕末維新、岩倉具視、改革派公家、「古都」再生、近代

化と伝統

10

未定（奈良）

11

京都と近代の戦争（田中）

　

軍都舞鶴・深草、召集と動員、文化運動・宗教への弾

圧、空襲と疎開

12

「町衆」像の形成と変質（田中）

　林屋辰三郎、「町」自治の実態、祇園祭のイメージ（紙

芝居・小説・映画）

13

近代教育の展開（田中）

学区制、大学・専門学校の創設、伝統産業の研究・教

育施設、教職員組合と教育行政の変容

14

京都における歴史的景観保全と経済的価値

歴史的景観、歴史遺産、景観保全、経済価値（便益）

15

京都学とデジタル人文学（河角）

バーチャル平安京・バーチャル長岡京・都市計画・山並

み・風水思想・授業まとめ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 所定のテーマ・方法によるレポート。詳細については備考欄参照。60 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーの提出。40 ％
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・インターネットや文献からのカット／ペースト的記述は｢不可」となるので要注意。

共通の教科書はなし。

担当者毎に、レジュメを配布します。

担当毎に、適宜、紹介します。

担当毎に、適宜、紹介します。

・日頃から、自身でテーマを設け、大いに「京都」をフィールドワークすることを奨励します。

・日頃のフィールドワーク経験を通して、授業内容に関連づけ、自身で「京都研究」を試みてください。

第１回の授業で、レポートの作成について説明します。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　産業革命以降の科学・技術の急速な発達による社会の生産力の発展と人間の経済活動の拡大は、地域的な産業公害から地球規模に至るま

での深刻な環境汚染を引き起こし、人類の生存さえも脅かしつつある。公害・環境問題の解決は、21世紀の現代社会が抱える緊急かつ 重要

の課題の１つであり、とりわけ地球温暖化の危機はもはや一刻の猶予も許されず、環境保全型社会への転換が強く求められている。

　本講義では、地球環境問題を中心とした環境問題全般についての汚染と被害の実態を概説し、その原因・発生メカニズム・影響などを、自然科

学と社会科学の両側面から考察する。具体的には、オゾン層破壊、地球温暖化、大気汚染、化学物質汚染、産業公害、廃棄物問題、自然破

壊、放射能汚染などの問題について、現代社会や人間活動と関係づけながら論じたい。これらを通して、今日の地球環境問題の克服への課題

について検討したい。

特になし。

日頃から環境問題に関する本、新聞、雑誌、テレビ、ビデオ、インターネット、映画、文学、フィールドワークなどを通して、現実の環境問題につい

てのイメージをつかむように努力してほしい。

単位数 /  Credit 2

現代環境論 (SA)

担当者名 /  Instructor 杉本 通百則

13508

・地球環境問題を中心とした環境問題全般についての汚染と被害の実態、その原因・発生メカニズム・影響などを幅広く理解できる。

・現代の公害・環境問題が抱えている課題について、自分の見解を論理的に述べることができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回目

はじめに－20世紀の公害・環境問題

本講義の課題、公害問題、環境問題

第２回目

地球と生命の歴史

地球と生命の誕生、超大陸の形成、生物と自然環境の

相互作用と進化

第３回目

オゾン層破壊とフロンガス

成層圏オゾン層、南極オゾンホール、紫外線、モントリ

オール議定書

第４回目

地球温暖化問題（１）

地球温暖化のメカニズム・影響予測・原因、温室効果ガ

ス

第５回目

地球温暖化問題（２）

気候変動枠組条約、京都議定書、気候政策、排出量取

引

第６回目

大気汚染と酸性雨

硫黄酸化物、窒素酸化物、環境の酸性化、光化学ス

モッグ

第７回目

化学物質汚染と環境ホルモン

内分泌攪乱化学物質、ダイオキシン汚染、有機塩素化

合物

第８回目

公害問題（１）水俣病

塩化メチル水銀、カーバイド・アセチレン系有機合成工

業、石油化政策、水銀による魚介類汚染

第９回目

公害問題（２）イタイイタイ病

カドミウム、発生源対策、まきかえし、未認定患者、カド

ミウム汚染米

第10回目

アスベスト問題とストック公害

中皮腫、クボタ・ショック、複合型ストック公害

第11回目

森林破壊と生物多様性

熱帯林破壊、生物種の絶滅、自然・生物保護

第12回目

放射能汚染と原子力（１）

原子爆弾、放射性物質、核実験、第五福竜丸事件

第13回目

放射能汚染と原子力（２）

原子炉、原子力発電、原発事故、チェルノブイリ

第14回目

放射能汚染と原子力（３）

福島原発事故、低線量内部被曝、原子力立国論

第15回目

まとめ－21世紀の持続可能な社会への展望

物質代謝、大量生産・大量消費・大量廃棄、環境保全

型社会

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義の理解度、論旨の明瞭度などを評価。90 ％

平常点評価 講義中に随時実施する小レポート（感想・意見・質問）などを評価。いわゆる出席点はなし。10 ％
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テキストは特に指定しないが、下記『現代地球環境論』は本講義の内容と重なる部分が多く、準教科書的に参考にしてほしい。

必要に応じて講義レジュメや資料などを配布する。また時にはビデオ教材も利用する。

その他の参考文献については講義中に適宜紹介する。

予備知識は特に必要としないが、高校の教科書（物理・化学・生物・地学など）をよく復習しておくこと。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代地球環境論 和田　武／創元社／9784422400211／

地球白書（各年版） クリストファー・フレイヴィン／ワールドウォッチジャパン／／

アジア環境白書（各年版） 日本環境会議／東洋経済新報社／／

環境展望（Vol.1～5） 日本科学者会議公害環境問題研究委員会／実教出版／／

日本公害論 加藤邦興／青木書店／4250770257／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　産業革命以降の科学・技術の急速な発達による社会の生産力の発展と人間の経済活動の拡大は、地域的な産業公害から地球規模に至るま

での深刻な環境汚染を引き起こし、人類の生存さえも脅かしつつある。公害・環境問題の解決は、21世紀の現代社会が抱える緊急かつ 重要

の課題の１つであり、とりわけ地球温暖化の危機はもはや一刻の猶予も許されず、環境保全型社会への転換が強く求められている。

　本講義では、地球環境問題を中心とした環境問題全般についての汚染と被害の実態を概説し、その原因・発生メカニズム・影響などを、自然科

学と社会科学の両側面から考察する。具体的には、オゾン層破壊、地球温暖化、大気汚染、化学物質汚染、産業公害、廃棄物問題、自然破

壊、放射能汚染などの問題について、現代社会や人間活動と関係づけながら論じたい。これらを通して、今日の地球環境問題の克服への課題

について検討したい。

特になし。

日頃から環境問題に関する本、新聞、雑誌、テレビ、ビデオ、インターネット、映画、文学、フィールドワークなどを通して、現実の環境問題につい

てのイメージをつかむように努力してほしい。

単位数 /  Credit 2

現代環境論 (SB)

担当者名 /  Instructor 杉本 通百則

16169

・地球環境問題を中心とした環境問題全般についての汚染と被害の実態、その原因・発生メカニズム・影響などを幅広く理解できる。

・現代の公害・環境問題が抱えている課題について、自分の見解を論理的に述べることができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回目

はじめに－20世紀の公害・環境問題

本講義の課題、公害問題、環境問題

第２回目

地球と生命の歴史

地球と生命の誕生、超大陸の形成、生物と自然環境の

相互作用と進化

第３回目

オゾン層破壊とフロンガス

成層圏オゾン層、南極オゾンホール、紫外線、モントリ

オール議定書

第４回目

地球温暖化問題（１）

地球温暖化のメカニズム・影響予測・原因、温室効果ガ

ス

第５回目

地球温暖化問題（２）

気候変動枠組条約、京都議定書、気候政策、排出量取

引

第６回目

大気汚染と酸性雨

硫黄酸化物、窒素酸化物、環境の酸性化、光化学ス

モッグ

第７回目

化学物質汚染と環境ホルモン

内分泌攪乱化学物質、ダイオキシン汚染、有機塩素化

合物

第８回目

公害問題（１）水俣病

塩化メチル水銀、カーバイド・アセチレン系有機合成工

業、石油化政策、水銀による魚介類汚染

第９回目

公害問題（２）イタイイタイ病

カドミウム、発生源対策、まきかえし、未認定患者、カド

ミウム汚染米

第10回目

アスベスト問題とストック公害

中皮腫、クボタ・ショック、複合型ストック公害

第11回目

森林破壊と生物多様性

熱帯林破壊、生物種の絶滅、自然・生物保護

第12回目

放射能汚染と原子力（１）

原子爆弾、放射性物質、核実験、第五福竜丸事件

第13回目

放射能汚染と原子力（２）

原子炉、原子力発電、原発事故、チェルノブイリ

第14回目

放射能汚染と原子力（３）

福島原発事故、低線量内部被曝、原子力立国論

第15回目

まとめ－21世紀の持続可能な社会への展望

物質代謝、大量生産・大量消費・大量廃棄、環境保全

型社会

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義の理解度、論旨の明瞭度などを評価。90 ％

平常点評価 講義中に随時実施する小レポート（感想・意見・質問）などを評価。いわゆる出席点はなし。10 ％
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テキストは特に指定しないが、下記『現代地球環境論』は本講義の内容と重なる部分が多く、準教科書的に参考にしてほしい。

必要に応じて講義レジュメや資料などを配布する。また時にはビデオ教材も利用する。

その他の参考文献については講義中に適宜紹介する。

予備知識は特に必要としないが、高校の教科書（物理・化学・生物・地学など）をよく復習しておくこと。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代地球環境論 和田　武／創元社／9784422400211／

地球白書（各年版） クリストファー・フレイヴィン／ワールドウォッチジャパン／／

アジア環境白書（各年版） 日本環境会議／東洋経済新報社／／

環境展望（Vol.1～5） 日本科学者会議公害環境問題研究委員会／実教出版／／

日本公害論 加藤邦興／青木書店／4250770257／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　昨年の3月11日に東日本大震災で福島原発事故が起こり、大きな社会問題となっている。かつて2005年にはアスベスト・パニックが起こった。さ

らに、環境問題の原点ともいうべき水俣病事件では、公式発見から半世紀を越えても、いまだに被害者の救済も終わっていない。有害物質によ

る環境汚染の問題はかって「公害」として世に知られたが、今や地球環境問題にまで広がっている。

　この授業では具体的な事例として、アスベスト、水俣病、薬害エイズ、原子力問題などを取り上げ、それらのトピックスを通して環境問題の中に

潜む本質とは何かを考える。

　さらに私たちが今後環境問題にどう対応すればよいのかを考えるため、環境問題と日々取り組んでおられる被害者や専門家の当事者の方々

をゲストに招き、直接話をしていただく機会を設ける。

　 この授業では環境問題の知識を得ることだけが目的ではなく、環境問題を通して自分で考える能力を磨くことが目的である。講義はそのため

のヒントであり、あなた方への問いかけであり、問題提起である。講義を聞いて終わりではなく、始まりであると捉えてほしい。BBS（電子掲示板）

でのディスカッションや、レポートもそのつもりで取り組んでほしい。

　この授業はインターネットを通じたオンデマンド形式とスクーリング（１回）で実施される。学生は受講可能期間中（各講通常１週間）の好きな時

間に、自宅や大学のコンピュータ教室から授業を受けることができるが、各自のスケジュールに合わせて計画的に学習を進めることが必要であ

る。

　

●この科目はオンデマンド授業です。

　登録者は、立命館大学のコースツールを通して受講することになります。

　PCやインターネットの基本的な操作を習得している事が必要です。

　具体的な受講方法は、開講前に送信される事務局からのメールをご参照ください。

●開講前や開講中には、授業に関する大切な情報が、

　大学のメールアドレス宛てに送信されます。

　受信BOXの容量過多等のトラブルに注意し、

　大学からの案内を受信できる環境を整えるようにしてください。

　大学からのメールは、「……@st.ritsumei.ac.jp」のアドレスから送信されます。

●オンデマンド授業は、大学のマルチメディアルーム（オープンパソコンルーム）のPCから受講することができます。

　また、同様の受講環境（PCの性能、ブラウザの種類、通信速度）であれば、

　学外のPCからも受講することができますが、受講を保障するものではありません。

オンデマンド授業については下記ページを参照すること。ページからはガイダンス動画を見ることもできる。

登録前に必ず視聴すること。

URL:http://www.ritsumei.ac.jp/ondemand/2012/pre-guide-2012gendai.html

授業スケジュール:

9月27日（木）配信開始を予定しています。

その後木曜日を基点に、1週間ずつ講義期間として設けます。

【予定】

第１回：9月27日（木）13：00～10月4日（木）13：00

第２回：10月4日（木）13：00～10月11日（木）13：00

第３回：10月11日（木）13：00～10月18日（木）13：00

・・・

終回（予定）：2013年1月10日（木）13：00～～2013年1月17日（木）13：00

※あくまで予定です。大きな変更は予定していませんが、年末年始の冬期休暇の関係で

　少しスケジュールが変わる可能性もあります。日程は確定し次第、ご案内します。

なし。大学生なら、わからないことはちょっと自分で調べれば大体は理解できるはずである。

単位数 /  Credit 2

現代環境論 (Z)

担当者名 /  Instructor 木野 茂

54728

・ 環境問題とは何かを理解する。

・ 自分で問題を見つけ、自分で調べる力をつける。

・ 調べたことの受け売りではなく、自分で考える力をつける。

・ レポートをまとめる力をつける。

・ 授業を受け身ではなく、自ら学んだという実感を得る。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回 

ガイダンス、水俣病事件から学ぶ①（公害認定までの長

い道のり）

環境汚染、メチル水銀、食物連鎖、水俣病、公害認定
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・第1～第2回目：教科書のはしがき、あとがき、第1章を読んでくる。

・第3回目：教科書の第2章を読んでくる。

・第4回目：アスベストに関する記事やWebを読んでくる。

・第5回目：教科書の第5章を読んでくる。

・第7回目：教科書の第6章を読んでくる。

・第8回目：教科書の第7章を読んでくる。

・第9回目：教科書の第8章を読んでくる。

・第10回目：教科書の第9章を読んでくる。

・第11回目：教科書の第10章を読んでくる。

・第12回目：教科書の第4章を読んでくる。

・第13回目：教科書の第3章を読んでくる。

・第14回目：教科書の第11章を読んでくる。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

第2回

水俣病事件から学ぶ②（被害者の救済と公害の責任）

見舞金契約、被害者救済、加害責任、認定制度、解決

策

第3回

公害と労災職業病①（ある町工場のマンガン中毒事件か

ら）

町工場、マンガン中毒、公害と労働者、労働安全衛生、

不作為

第4回

公害と労災職業病②（アスベスト・パニックから）

アスベスト、粉じん、潜伏期間、補償と救済

第5回

スクーリング：直接顔を合わせる貴重な機会なので、日程

をスケジュールで確認し、できる限り出席すること。

オンデマンド授業、公害、環境問題、現代環境論

第6回

薬害から学ぶ①（薬害エイズは今・・・：被害者の花井十

伍さんに聞く）

薬害、血友病、血液製剤、薬害エイズ、告知、エイズパ

ニック、HIV訴訟

第7回

薬害から学ぶ②（薬害を未然に防いだ製薬労働者：北野

静雄さんに聞く）

新薬、薬害、大鵬薬品、ダニロン、マイルーラ、データ不

正、労働組合

第8回

原子力とエネルギー①（原子力の光と影－原子力は夢の

エネルギーだったか）

原子力、原水爆、原子力発電、事故、被曝、原発労働

者

第9回

原子力とエネルギー②（プルトニウムと私たち：アイリー

ン・スミスさんに聞く）

プルトニウム、高速増殖炉、もんじゅ、プルサーマル、エ

ネルギー政策、核拡散

第10回

原子力とエネルギー③（エネルギーと人間：京大原子炉

の小出裕章さんに聞く）

石油、原発、核廃物、エネルギー浪費、不平等、差別

第11回

公害環境問題と差別（公害や環境問題でも差別の問題

は避けて通れない）

公害患者への差別、ニセ患者問題、胎児障害、公害と

障害、障害者差別、優生思想

第12回

公害環境問題と行政（自治体の現場から：高槻市会議員

の二木洋子さんに聞く）

環境行政、環境アセスメント、バイオハザード、住民、環

境自治体

第13回

公害環境問題と専門家（水俣病と三池炭じん爆発から：

熊本学園大の原田正純さんに聞く）

三池炭鉱、炭じん爆発、ＣＯ中毒、後遺症、水俣病、胎

児性、専門家の責任

第14回

公害環境問題と私たち（さまざまな専門家の役割を問う。

では私たちは？）

原因究明、被害者救済、専門家、良心、責任、私たち

第15回

現代環境論とは？

現代環境論、大学教育

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験は行わない。0 ％
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教科書の各章に参考文献を記している。

必要に応じて授業でも紹介する。

必要に応じて授業で紹介する。

●この科目はオンデマンド授業です。

　登録者は、立命館大学のコースツールを通して受講することになります。

　PCやインターネットの基本的な操作を習得している事が必要です。

　具体的な受講方法は、開講前に送信される事務局からのメールをご参照ください。

●開講前や開講中には、授業に関する大切な情報が、

　大学のメールアドレス（……@ed.ritsumei.ac.jp／……@apu.ac.jp）宛てに送信されます。

　受信BOXの容量過多等のトラブルに注意し、

　大学からの案内を受信できる環境を整えるようにしてください。

　大学からのメールは、「……@st.ritsumei.ac.jp」のアドレスから送信されます。

●オンデマンド授業は、大学のマルチメディアルーム（オープンパソコンルーム）のPCから受講することができます。

　また、同様の受講環境（PCの性能、ブラウザの種類、通信速度）であれば、

　学外のPCからも受講することができますが、受講を保障するものではありません。

授業外学習で記したように、該当する章を講義の前に読んでくること。教科書を読んでいることを前提にして講義を行う。

　また、この授業ではＢＢＳを使って受講生の授業への積極的な参加を求める。同じ講義を聞いても人によって受け止め方がいかに違うかを知

ることが自分で考えるための第一歩である。ＢＢＳの書き込みに対しては主として教育コーチ（山中由紀氏）が対応する。

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

なお、直接の対話は、スクーリング（対面授業）の機会に限られます。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 終レポート（50％）は「環境と人間」の範疇に入るものであれば、テーマは自由。調べたことを

まとめるだけでなく、自分で何かをつかんだと認められるものを高く評価する。分量は2000字以

上。ただし、多ければよいというものではなく、内容がともなっていることが必要である。 

終レポート以外に、授業コンテンツの視聴確認テスト（５％）、理解度確認小テスト（15％）、指

定課題の小レポート（２回、各500字程度、各５％）の日常学習の評価が計30％である。

さらに、オンデマンド授業ならではの電子掲示板（BBS）への読み書き参加状況への評価が

20％である。この授業では講義を聞くだけで終わらず、講義を題材に自分の頭で考え、それを

みんなと意見交換することを重視している。講義を聞いて考えたことをスレッドに立て、それに対

してみんなで意見を交換し合うのであるが、これによって同じ講義を聞いても人によって受け止

め方がいかに違うかを知ることができる。お互いの違いを知った上で、自分の考えをまとめる力

をつけてもらうことが目的である。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新版　環境と人間―公害に学ぶ 木野茂編／東京教学社／8082-5013-6／第7刷（2011.4刊）を使用する。

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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本講義では、職場における性的嫌がらせ、婚姻にさいして氏を同じにすること、労働現場の変化と法、犯罪とそれに対する刑事罰のあり方、男女

の平等な取り扱い、表現の自由とプライバシー、親子の法的問題等、現代における市民生活のなかで生ずる法的問題について論じます。

特にありません。

参考書による自学自習、授業内容の復習が授業の学習に効果的です。 

現代の法と社会に関する授業ですので、新聞の法的問題に関する記事を読むことをおすすめします。

単位数 /  Credit 2

現代社会と法 (S) § 現代社会と法 (SG)

担当者名 /  Instructor 大平 祐一

13630

市民生活のなかで生ずるさまざまな法的問題についての基礎的知識、考え方を身につけ、健全な市民として成長できる素地を蓄積すること

テキストはありませんので、授業に出席し、しっかりノートをとってください。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１章

はじめに

現代社会と法を学ぶに当たって

第２章

セクハラ

男女雇用機会均等　人間の尊厳

第３章

夫婦の氏

婚姻　自己決定

第４章

派遣労働

登録型派遣 派遣労働者の法的地位

第５章

犯罪と刑罰

罪刑法定主義　刑罰の正当化

第６章

民事裁判

弁論主義　裁判外の紛争解決

第７章

刑事裁判

適正手続　当事者主義

第８章

表現の自由

知る権利　情報公開

第９章

プライバシー・名誉毀損・わいせつ表現

私生活の覗き見　人格権

第１０章

平等

男女の平等　アファーマティブ・アクション

第１１章

親子

親権　養子

第１２章

宗教と法

信教の自由　政教分離

第１３章

外国人と法

外国人の権利　公務就任

第１４章

消費者と法

売買　消費者契約法

第１５章

まとめ

法の理念

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業でとりあげた基本的なことがらを的確に理解できていること。100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

法学入門　第6版 末川博／有斐閣／／

現代法学を学ぶ人のために 中川淳／世界思想社／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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  現代の日本政治は、先進国に共通する構造と問題をもちつつ、日本的な特徴も見出される。この科目は、日本の政治について、基礎的な知識

と検討のための視点を養う。取り上げるテーマは、日本政治の全体の構造、および選挙、政党、行政官僚制、利益集団、地方自治、市民参加な

どの制度と活動の実際である。内容と関連づけて、政治学の諸理論、政治文化、国際比較、日本の近現代の政治史などを扱う。今年度は、現代

日本の政治の諸相を、下記のシラバスの項目に沿って、講義します。

 授業外学習の指示は、次のとおりです。さしあたり、①新聞の社会・政治欄を読むこと、②ドキュメンタリー番組を努めて観ること、③国会・中央

政府（省庁）・審議会・地方自治体・政党・各種団体・新聞社等のＨＰを訪問すること。

単位数 /  Credit 2

現代日本の政治 (S)

担当者名 /  Instructor 堀 雅晴

13531

 現代日本の政治を理解し、自らの「考える力」を養い、議論が文書上でも口頭でも思考力を発揮できることを目標としています。この場合、「考え

る力」とは、理解力・分析力・批判力（非難力ではない）・反論力のことを意味しております。そして、これらの力を養成するために、一方的な講義

ではどうにもならず、やはり双方向講義の実施がかかせません。

　なぜならばこうした力は受講生によって、すでに獲得水準が異なっているわけで、後述（成績評価・備考欄）の「出欠用紙」でフィードバックしてい

ただくことにより、個別対応が必要となっているからです。もちろん受講者の理解等を確認するために、「出欠用紙」の正確な記入が前提となって

いることはいうまでもありません。

　なお第1回目の講義では、このあたりの話を十分にしますので、絶対に欠席しないでください。 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

「現代日本の政治」／授業計画、双方向授業の提案、

出席用紙の配布、「まとめのレポート」の作成方法と提

出の説明

2

民主主義の原点を探る

丸山真男

3

政治的教養とはなにか

自然科学と社会科学にとっての「真理」と「方法」

4

現代日本の政治体制論：憲法体制と安保体制（１）

戦前と戦後の比較、象徴天皇制

5

現代日本の政治体制論：憲法体制と安保体制（２）

日米安保再定義

6

戦後日本の政権論（１）

戦後諸内閣、理念内閣から利益内閣へ、

7

戦後日本の政権論（２）

93年政権交代、2009年政権交代

8

戦後日本の政党論（１）

戦前の政党、自民党、社会党

9

戦後日本の政党論（２）

共産党、公明党等

10

保守政権の支配構造（１）

支配構造の原型

11

保守政権の支配構造（２）

自民党一党優位

12

保守政権の支配構造（３）

政治不信と劇場型政治

13

教育と公共性（１）

拙稿（飯田哲也編『公共性と市民』学文社、所収）

＊「授業のまとめ」レポートの課題提示

14

教育と公共性（２）

同上

＊「授業のまとめ」レポートの回収

15

現代日本の政治を考える

「授業のまとめ」レポートの講評

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 80 ％
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講義のやり方を、次のとおりに工夫しているので、履修する学生には、その点をよく理解してほしいです。

　それは双方向講義の実施です。つまり「出欠用紙」を用いて、毎回の講義への出欠・感想・質問等について受講生とやりとりするというもの

です。なお「出欠用紙」は、初回の際にのみ配付し、それ以降は配布しませんので、何卒、ご承知おきください（初回に欠席して「もらっていま

せん」という学生さんには、毎年困っております）。こうした措置は登録期間中とはいえ、15回の講義を確保するとの大学側の意向にそって考

えています。

　双方向講義については１回目の講義において十分に説明をしますので、絶対に出席してください。やむをえない理由で欠席される方は、あ

らかじめ担当者まで、正当な理由を書いてhori@lawまで送信しておいてください。その方のみ、特別の配慮（「出欠用紙」の配布等）をします。

他の科目に出席を予定している学生も、１回目の前に、同じくhori@law.ritsumei.ac.jpまで連絡してください。

　 後に４回生以上の学生のなかには、就職活動等に対する「特別の考慮」を求める方が、たまにおられます。そもそも当該科目は、４回生

以上での取得を想定しておりません。また公平の観点からも、そうした特段の配慮はありません（念のため）。

浅井基文（広島市立大学）、五十嵐仁（法政大学）、加藤哲郎（一橋大学）、水島朝穂（早稲田大学）のHPです。Googleで検索ください。

　大学での勉強の仕方の分からない方へ、初歩から本の読み方、要約の仕方、質問の作り方、討論の仕方、学術論文のまとめ方を、きちんと教

えます。きっとゼミや就活に、そして社会人になって、十分に役に立つはずです。ただし、ちゃんとやった人だけの「成果」としてですが。

　皆勤と予復習の励行、これが学修の王道です。

メール

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 欠席への評価は、２０％内の評価分のなかに含まれます。20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『概説　現代政治』 五十嵐　仁／法律文化社／4-589-02136-6／これを中心に使います。

『公共性と市民』 飯田哲夫編／学文社／／ 後の１回は、これを使います。

１８歳から考える日本の政治 五十嵐仁／法律文化社／／ 近の話まで網羅されえていて便利

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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都市や人間社会は、人類発祥以来、種々の創意工夫や試行錯誤を繰り返しながら発展してきた。このような歴史的推移を概観した上で、第１週

～第７週では材料科学とものづくり産業の歴史的変遷と現代の到達点および諸課題について、また、第８週～第１４週では都市・社会システム

分野における「まちづくり」のためのインフラストラクチャーの整備と諸課題について、当該分野の専門家が解りやすく講義する。

とくに個別の科目を指定することはしないが、国内外における現代社会や科学技術の動向に関し、日常的に興味をもって、新聞やテレビの

ニュースに接することが望ましい。

現代の科学技術は、何らかの観点から殆んどが文理融合型のテーマに繋がっており、新聞・テレビ・各種文献資料を通じて、科学技術と人間社

会・日常生活との関わりについて、機会あるごとに自分の意見やコメントをノートに纏めるなどの訓練をすることが望ましい。

単位数 /  Credit 2

現代の科学技術 (S) § 現代の科学技術 (J)

担当者名 /  Instructor 酒井 達雄、春名 攻

16194

「材料科学とものづくり産業における現代の到達点と諸課題」および「まちづくり論を題材とした都市・社会システム分野の現代の到達点と諸課

題」の２つのテーマに関する歴史的経緯を把握するとともに、各分野における現代科学の到達点と今後の課題を明確にする。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

文明の始まりと材料の発達

石器時代→青銅器時代→鉄器時代→現代社会

2

ものづくり技術の発達（原動機の変遷を中心にして）

人力、風車、水車、モーター、エンジン、蒸気タービン、

ガスタービン、ロケットなど

3

ものづくり技術の発達（エネルギー源の変遷を中心にし

て）

化石燃料（石炭・石油）、原子力、自然エネルギー（風

力、水力、太陽光、潮汐力、波力など）

4

産業技術と地球環境問題

地球温暖化のメカニズムと解決方法の模索、低炭素社

会の実現

5

材料試験技術の歴史と材料強度データの整備

材料試験の歴史、代表的な材料試験法、材料強度デー

タの集積と利用、データベース

6

ものづくり産業における安全設計と信頼性確保

材料強度と力学的負荷、有限寿命設計と耐久設計、安

全性・信頼性の確保

7

実機の破損事例解析と破損防止策

各種製品の破損事例、破面観察、破壊メカニズムの解

明、材料開発・改質、設計法の改善

8

（まちづくり論を題材とした都市・社会システム分野の現

代の到達点と諸課題）の概説 

まちづくり論における都市・社会システム認識の方法と

その具体的事例

9

システムズ・アナリシスによる「まちづくり」の方法論 

都市・地域計画システムと都市・地域マネジメントシステ

ムを中心とする「まちづくり」へのシステムズアプローチ

10

まちづくりへのシステムズアプローチの事例解説(１) 

都市・地域基盤整備を対象とする事例

11

まちづくりへのシステムズアプローチの事例解説(２) 

防災基盤整備，交流基盤整備(運輸交通・情報通信)を

対象とする事例

12

まちづくりへのシステムズアプローチの事例解説(３) 

居住・生活基盤整備，産業活動基盤整備を対象とする

事例

13

まちづくりへのシステムズアプローチの事例解説(４)

学術・文化基盤整備，リゾート・リクリエーション整備基

盤整備を対象とする事例

14

まちづくり事業のトピックス解説 

地方都市における大規模農業公園開発事業，一般廃

棄物処理システム開発事業，高齢者福祉サービス開発

事業

15

初に本科目で学習した要点を説明・解説した上で、学

習理解度を確認するための筆記試験を実施する。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席状況、小テスト受験、レポート提出等の履歴評価１５％100 ％
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特になし。

講義の中で、適宜、資料・参考図書・文献などを提示する。

講義で使用する資料はデジタルファイル化して受講者が入手できるようにする。

特になし。

毎回、授業に出席し、講義内容の理解と課題発見・解決のための力量を涵養する日常的な取組みが大切である。

担当者：春名 攻　haruna@se.ritsumei.ac.jp

担当者：酒井達雄 sakai@se.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

小テスト・レポート等の内容や理解度、学習取組み等の評価　１５％

第1週～第7週分から2題，第8週～第14週分から2題，合計4題を出題し，内容の理解度を評価

する　70％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

金属疲労の基本と仕組み 酒井達雄／秀和システム／978-4-7980-2972-6 C3057／文社系学生に解り易い執

筆・編集

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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講義は、学校現場、教員養成、教育行政などの視点から、教育現場での実際の諸課題について解説する。情報化社会への対応や大震災に見

られた学校の危機管理など具体的な様子を解説し、各自の課題意識を探求させたい。

大規模授業ながら、一方的に聴くのではなく、積極的に質問をし、授業に参画してほしい。

レポート試験には、毎回の小レポートと日々の文献研究で深めたテーマに関してより多角的、発展的な論述を求める。積極的な質問や文献研究

単位数 /  Credit 2

現代の教育 (S)

担当者名 /  Instructor 川野 智

13692

１．現代の教育の諸問題について、その背景や原因、検討すべき課題を指摘できる。(知識・理解）

２．現代の教育の諸問題について、教育学的な視点に基づき、解決策や対処すべき課題に関して自らの意見を述べることができる。（思考・判

断）

３．教育に関して興味関心を持ち、自ら調べ、考える態度を持つ。（関心・意欲・態度）

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

イントロダクションと導入

【キーワード】自己紹介、授業の到達目標・授業の進め

方・成績評価方法等の説明、各回の授業概要の説明と

導入課題

２

現代の教育の諸相１／教育活動におけるＩＣＴ教育の変

遷と実際

【キーワード】ＩＣＴ教育の歴史、学力向上とＩＣＴ、タブレッ

トなど新教育機器の可能性

３

現代の教育の諸相２／教育行政から見たＩＣＴの整備と課

題および校務におけるＩＣＴ活用の変遷と実際

【キーワード】行政予算と学校設備、ＩＣＴ機器の設置、校

務におけるＩＣＴ機器活用の歴史

４

現代の教育の諸相３／情報社会の影

【キーワード】情報社会で子どもたちを待ち受ける罠、コ

ンピュータ・ゲーム、情報モラルや情報犯罪に関わる罠

５

現代の教育の諸相４／学力向上、学習指導要領の変遷

と実際の授業

【キーワード】学習指導要領、データに見る学力の変

遷、京都府における学力向上の施策、言語活動の充実

６

現代の教育の諸相５／生徒指導、人権教育、特別支援

教育の実際

【キーワード】不登校、いじめ、生徒指導の原則、人権教

育の動向、特別支援教育の基本的な考え方

７

現代の教育の諸相６／道徳教育、特別活動、総合的な

学習の時間、小中一貫教育

キーワード】道徳教育の目標、「京の子ども　明日への

とびら」、「心のノート」、特別活動の目標、総合的な学習

の時間の実際、小中一貫教育の目標・動向

８

現代の教育の諸相７／学校経営と学校組織の実際

【キーワード】学校経営の基礎、ＰＤＣＡサイクル、学校

組織の特徴、教職員の組織

９

現代の教育の諸相８／教育行政の実際

【キーワード】文部科学省、都道府県教育委員会、市町

村教育委員会、起案決済、教育関係法律

１０

現代の教育の諸相９／教職員の資質向上、服務、教員

研修、人材育成の実際

【キーワード】教員研修、ライフワークにおける教員の自

己研修、学校現場での人材育成

１１

現代の教育の諸相１０／学校と地域社会、新しい教育の

動向

【キーワード】学校と地域、小学校における外国語活

動、国際理解教育

１２

現代の教育の諸相１１／学校の危機管理、安全教育

【キーワード】東日本大震災における学校体制への考

察、学校事故、安全管理、危機管理

１３

現代の教育の諸相１２／現代教育を取り巻く課題

【キーワード】要求する親・問われる教師、モンスターペ

アレント、学校と教師の対応

１４

現代の教育の諸相１３／現職校長が見た現代の教育諸

課題

【キーワード】現場の先生の生の声（ゲストスピーカ）

１５

まとめと振り返り

【キーワード】各回の受講生の優秀レポートを紹介しな

がら、それぞれのテーマのまとめを行い、レポート試験

におけるより深い考察へつなげる。
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レポート試験を１回実施する（４４点満点）。また、小レポート（各４点満点×１４回＝５６点）の書き方については、単なる授業の感想ではなく、

授業で指示した設問に対する回答や、毎回の授業の到達目標の達成度など、授業に主体的に参加していなければ答えられない内容とす

る。なお、小レポートにはＱＲコードを必ず添付すること。添付していない小レポートは１点減点とする。

特に指定しない。必要な資料は適宜配布する。

など、十分な授業外学習を進めてほしい。

学習指導要領等は文部科学省（http://www.mext.go.jp/）を参照すること。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 現代の教育の諸相１～１４に関して、一つもしくは複合的なテーマについて、複数の文献に当た

り、多角的に考察し、自らの意見を述べる。

（注意）

①自らの意見と引用、参考にした意見とが区別できるよう、引用・参考部分にアンダーラインを

引き、文末に出典を必ず明記すること。

②小レポートよりも深く多面的に考察したものを求める。

44 ％

平常点評価 毎回の授業の終わりにその日のテーマに関して小レポートを提出（Ａ４一枚、４点×１４回＝

５６％）。

56 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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この講義は、現代の経営の仕組み、およびそれをとりまく社会・経済についてのごく基礎的な知識を獲得すること、それを通じて「現代の経営」に

社会的に何が求められているのか学ぶことを主たる目的としています。このため、講義では基礎的な知識の内容そのものも、もちろん展開されま

すが、あわせて「現代の経営を学ぶ上で何を知っておかなければならないのか」を理解することが重視されます。そして、この講義では、単に教

科書的な知識をつみあげるだけではなく、実際の「現代の経営」について具体的なイメージをもてるようにトピックス（企業事例）から理論学習に

はいるように工夫されています。

「企業と社会」などの経営学（＝特に企業統治、人事・労務、経営戦略など）系の科目。

日本経済新聞、週刊東洋経済などの経済紙を読むことを薦める。

単位数 /  Credit 2

現代の経営 (SA)

担当者名 /  Instructor 玉井 信吾

13637

(1)現代の経営の仕組みについての基礎的な知識を獲得する。

(2)現代の経営に関わる経済・社会の仕組み及びその社会的課題や問題点について理解する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第01回

大学でどう学ぶか～イントロダクション

大学までの「学習」　大学での「学習・研究」

第02回

会社は誰のものか：株式会社の基本構造

株券、株価、株式市場、所有と経営の分離、法人、ヒト・

モノ・カネ・情報、ステークホルダー

第03回

会社は誰が動かしているのか：社長とは何をする人か、

組織の基本的な仕組みなど

トップマネジメント、会長・社長・部長・課長・係長、取締

役・常務・専務、営業部・総務部・人事部

第04回

どんな会社があるのか：主要な企業形態、産業（業界）と

企業

産業、業界、景気、景気循環、会社企業と自営業

第05回

会社の一生：ベンチャーから大企業への成長プロセスと、

倒産・清算

ベンチャー、大企業・中小企業、株式公開、倒産・清算、

買収・合併、M&A

第06回

会社はどうやって動いているのか：戦略とマーケティング

に関わって

理念・目的、戦略、戦術、経営環境、市場、顧客

第07回

会社で働くとはどういうことか：マネジメントに関わって

マネジメント・サイクル、日本的経営、モチベーション、労

働組合、非正規労働者、事業部制・マトリックス組織

第08回

前半７回の中間総括

企業統治、組織構造、HRM（人的資源管理）

第09回

企業を取り巻く環境変化：戦後復興から「失われた１０年」

高度成長、石油ショック、バブル、平成不況、円高・円

安、日米関係、日本的経営

第10回

企業の社会的責任

社会的責任、CSR、企業倫理、過労死、サービス残業、

雇用機会均等法

第11回

国際化時代の企業：グローバリゼーション、国際社会と企

業、地域と企業

グローバリゼーション、多国籍企業、南北問題、ODA、

環境問題、地域社会の崩壊、外国人労働者、中国、イ

ンド、ASEAN

第12回

経営の新しい動き：NPO、フェアトレードなど

NPO、社会的投資、フェアトレード、まちづくり、女性（女

性労働、女性経営者）

第13回

現代の経営の 新課題とは

JR福知山線脱線事故、福島第一原発事故

第14回

これまでの講義内容のまとめ

（各回講義のKeyワードを参照されたい）

第15回

到達目標確認のための問題演習

（各回講義のKeyワードを参照されたい）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述・論述形式を中心とする。70 ％
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＊質問・感想票は「提出さえすれば即加点」ではなく、その内容に応じて 大で 10％考慮する。

毎回の講義は原則として教科書内容に沿って進めて行く。

参考書については、講義中適宜指示・紹介する。

日本経営学会--- http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsba/

組織学会---　　 http://wwwsoc.nii.ac.jp/aos/

この他、日本労務学会、労働政策研修研究機構など。

　丸暗記だけで単位がとれる仕掛けにはなっていないので、そのつもりで受講するか否かを決められたい。

多くの受講者にとって、本講義内容は就職後の人生に深く関わることであるから、それを念頭において受講されたい。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価   左記30％の内、20％はDVD教材を視聴した上で、

設問に解答してもらうレポートとする。　残り10％

は所謂「出席点」ではなく、毎回の質問・感想票＊

（＝任意提出）とする。　詳細は以下備考を参照。

30 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

はじめの一歩・経営学 守屋貴司ほか／ミネルヴァ書房／／改訂版（＝2012年・春に刊行）。

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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本講義は、「現代の経営の仕組み」とそれをとりまく「社会・経済」についての基礎的な知識を獲得すること、それを通じて今日、「現代の経営」に

社会的に何が求められているのか学ぶことを主たる目的としています。このため、講義では基礎的な知識の内容そのものも、もちろん展開されま

すが、あわせて「現代の経営を学ぶ上で何を知っておかなければならないのか」を理解することが重視されます。そして、この講義では、単に教

科書的な知識をつみあげるだけではなく、実際の「現代の経営」について具体的なイメージをもてるようにトピックス（企業事例）から理論学習に

はいるように工夫されています。 

「企業と社会」などの経営学、経済学系の科目。

経営、経済、社会に関心を持つことが望ましい。

『日本経済新聞』、『日経ビジネス』を読むことを薦めます。

単位数 /  Credit 2

現代の経営 (SB)

担当者名 /  Instructor 岩本 敏裕

16219

(1)現代の経営の仕組みについての基礎的な知識を獲得する。

(2)現代の経営に社会から何を求められているのかを学ぶ。

(3)現代の経営に関わる経済・社会の仕組みやその社会的課題や問題点について理解する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

大学でどう学ぶか

理論、企業の社会的責任、組織、消費者、企業経営

第2回

どんな会社があるのか

業種　業界、製造業、サービス業、法人企業、個人企

業、非営利組織、営利企業、公企業、寡占、独占、公益

企業、共同組合

第3回

会社は誰のものか

株主、株式、株式会社、証券取引所、株価、株主総会、

取締役（会)、執行役（会）、監査役（会）、合同会社、ス

テークホルダー、コーポレート・ガバナンス

第4回

会社の一生

ベンチャー、大企業・中小企業、株式公開、倒産・清算、

合併・買収、M＆A、分社化、コングロマリット化

第5回

会社は誰がうごかしているのか

マネジメント、マネジメント・サイクル、経営者、トップ・マ

ネジメント、ミドルマネジメント、ロアーマネジメント

第6回

会社で働くとはどういうことか、労働組合ってなに

モチベーション、日本的経営、労働組合、労働三権

第7回

会社はなにに基づいて活動しているのか

経営環境、経営理念、経営戦略、市場、顧客、競争、市

場原理、経営資源、競争戦略

第8回

会社の動かし方としての経営戦略(1)

アンゾフ、シナジー、SWOT分析、五つの競争要因、経

験曲線、多角化、SBU、PPM

第9回

会社の動かし方としての経営戦略(2)

価値連鎖、コア・コンピタンス、能力アプローチ、ドメイ

ン、ドメイン・コンセンサス

第10回

会社の動かした方としての経営戦略(3)

イノベーション、シュンペーター、新結合、非連続的イノ

ベーション、漸進的イノベーション、テクノロジー・プッ

シュ、ディマンド・プル、技術の「S字カーブ」、アバナシ

―・アッターバックモデル、イノベーションの収益化

第11回

ものが売れる仕組み

マーケティング、4P、セグメンテーション、ターゲティン

グ、消費財、産業材、ニーズ、ウォンツ、コミュニケーショ

ン、販売促進、流通、小売業、プライベートブランド

（PB）、ナショナル・ブランド（NB）、価格、POS

第12回

ものをつくる仕組み

大量生産、多品種変量生産体制、ジャスト・イン・タイム

（JIT）

第13回

経済社会の動きと企業経営

高度成長、石油ショック、バブル、平成不況、円高・円

安、経済のサービス化、新自由主義、景気循環

第14回

企業の社会的責任と企業倫理、新しい企業と経営のあり

方

コンプライアンス、企業倫理、過労死、過労自殺、メンタ

ルヘルス、非営利組織（NPO）、社会的企業、ワーク・ラ

イフ・バランス

第15回

グローバル化時代の企業・経営

グローバル化、IMF、BRICs、外国人労働者
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（1）日常から経営関連の新聞や雑誌に関心を持つようにしてください。

（2）授業中の私語は厳禁とします。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） テキスト記載のキーワードを中心に、基礎的な理解を問います。80 ％

平常点評価 小レポートの提出（10点×2回）。20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『はじめの一歩経営学　第2版』 守屋貴司・近藤宏一編著／ミネルヴァ書房／978-4-623-06331-4／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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テーマは『世界経済のグローバル化と日本』。現代の国際関係と日本について、主に経済的側面から学ぶ講義です｡

グローバリゼーションの進展によって表面化した現代の世界経済における様々な諸問題について、日本との関連性を視野に含めながら総合的

に把握し、それらの解決へ向けていったいどのような第一歩を踏み出すべきか、議論を通じて理解を深めていくことが本講義の目的です｡

特にありません。

終的な成績評価は、定期試験で行います。

ただし、コミュニケーションペーパーの提出については、あくまでも定期試験の評価に対する補完的な評価として扱うこととします。そのため、

授業に出てくる語句についてわからないものがあれば、授業後に必ず各自で調べるようにしてください。

単位数 /  Credit 2

現代の国際関係と日本 (S)

担当者名 /  Instructor 篠原 美江

13691

到達目標は、次の3点です。

１）現代の世界経済における現状とその特徴について理解し、説明することができる。

２）現代の世界経済を取り巻く諸問題について理解し、その要因について述べることができる。

３）現代の世界経済における諸問題に対して、積極的に関わっていくための対応力、構想力、想像力を身に付けることができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

オリエンテーション

授業の到達目標、進め方、成績評価方法、教科書、参

考文献などについての説明

第2回

世界経済におけるグローバル化の進展

現代における世界経済の動向、戦後の世界経済体制

の確立、ブレトンウッズ体制

第3回

世界貿易と自由貿易協定

GATTからWTOへの移行、貿易自由化の拡大、世界貿

易における地域主義の台頭

第4回

多国籍企業と海外投資

国際投資の進展、企業の海外進出、多国籍企業の活

動と諸問題

第5回

国際通貨体制

IMF体制の成立と変容、固定為替相場制、変動為替相

場制、ドル体制の再編

第6回

人口問題と国際労働力移動

世界人口の動向、国際労働力移動の背景と問題点（職

種別による国際労働力移動、頭脳流出、頭脳還流）

第7回

食糧問題－その１

世界の栄養不良の現状とその要因、飢餓、多国籍アグ

リビジネスの活動

第8回

食糧問題－その２

ランド・ラッシュ（東欧諸国における農地買収）

第9回

地球環境問題―その１　

資源問題の本質と論点、枯渇性天然資源と非枯渇性天

然資源、資源問題の将来、次世代エネルギーの論点

第10回

地球環境問題―その２

生物資源の利用問題に関する具体的事例の検証

第11回

発展途上国と累積債務問題－その１

南北問題の登場と国際金融、累積債務問題の背景、多

国籍銀行

第12回

発展途上国と累積債務問題－その２

累積債務危機以後の途上国向け資金フロー、ワシント

ン・コンセンサス

第13回

冷戦体制崩壊後における世界の軍事化

冷戦崩壊後における軍事化進展の背景、民間軍事会

社（PMC）の台頭

第14回

日本による国際協力のあゆみ

世界におけるODAの現状、日本のODAの原点とその後

の変遷、国際協力の多様化

第15回

講義のまとめ

全体の概観と到達目標の確認、コミュニケーションペー

パーの質問と解説

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 論述形式の問題。授業中に取り上げた基本概念や重要語句の理解をもとに、出題された問題

に対して論理的に説明できるかどうかを中心に評価する。

100 ％
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ただ単にコミュニケーションペーパーを書いて提出すれば自動的に評価の対象に含まれるというものではなく、コミュニケーションペーパーの

内容に応じて加点を行うので、提出するときにはくれぐれも注意すること。

教科書は特に指定しません｡

その他の参考文献については、講義内で説明します。

国連貿易開発会議（UNCTAD)のHP　http://www.unctad.org

経済協力開発会議（OECD）のHP　http://www.oecd.org

その他については、講義内で説明します。

コミュニケーションペーパーについては、QRコードシールで全て管理するので、提出の際には必ずQRコードシールを持参すること。忘れた場合に

ついては、成績評価の対象として一切対応しないので、十分に注意すること。 

パワーポイントを使って講義を進行するので、レジュメを配布します。ただし、各回講義終了後におけるレジュメの配布には一切対応しないので

注意すること（公欠は除く）。

受講にあたって、経済に関する特別な知識は必要ありません。

ただし、新聞やテレビ、インターネット等を通じて国際関係や世界経済などに関する情報と日常的に接し、関心を高めておくことが、講義をさらに

理解するための手助けになります。 

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

グローバル資本主義―危機か繁栄か ロバート・ギルピン／東洋経済新報社／／

世界に格差をバラ撒いたグローバリズムを正す ジョセフ・E・スティグリッツ／徳間書店／／

現代世界経済をとらえる【Ver.5】 石田修 [ほか] 編／東洋経済新報社／／

現代国際金融論【第３版】 上川孝夫[ほか] 編／有斐閣／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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21世紀の日本では激しい生存競争が国家により組織される中で「勝者と敗者」の2極化が見られるに至っています。この状況は、新自由主義（ネ

オ・リベラリズム）に基づく政策のひずみが表れたものといえます。新自由主義の思想的核心は「自己決定・自己責任」論に求められるでしょう。

その思想に影響されて、一方では個人の自律が重視され、保護されますが、他方で、非寛容や厳罰意識、排外主義的心情が高まり、それによる

新たな人権侵害が生じています。主として新自由主義と関連させて今後の人権のあり方を考えます。 

日頃から社会問題や政治経済問題に関心を持って、新聞などを読んでいることが望ましい。

教科書の指定個所および授業中に配布するレジメ・資料には必ず目を通すこと。

単位数 /  Credit 2

現代の人権 (S)

担当者名 /  Instructor 生田 勝義

13526

人間は他者とかかわりながら生活し発達していきます。その中で各人が楽しく幸せになるためには、各人が各人を尊厳のある存在として認め合

うことが必要です。各人が人間として尊重しあうこと、これが人権です。もっとも、人権には生命権や自由、幸福追求権など様々なものがありま

す。また、人権は一度に確立されたのではなく、血のにじむような人類の不断の努力によって徐々に発展してきたものであり、現に今も発展中で

す。人間らしく生きる羅針盤にできるよう、今日における人権の意味とその発展の歴史を学びます。 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

序論･･･本年度授業の目標と概要

人権　イマジネーション力としての人権意識　新自由主

義　「自己決定・自己責任」論　

第２回

生命権と死刑

生命権とは　死刑の存廃論　死刑の威嚇力　誤判と死

刑　被害感情　応報感情　死刑廃止条約

第３回

人間の尊厳と脳死・臓器移植

人間の尊厳と自律性　脳死と心臓死　脳死の判定基準

　臓器移植法　ドナーの意思

第４回

生命権や人間の尊厳と安楽死、尊厳死

生命権と死ぬ権利　安楽死　尊厳死　自然死　治療拒

絶権　人工生命維持装置の取り外し

第５回

自由・安全と厳罰化

自由という人権の意味　安全という人権の意味　刑事規

制拡大・強化の現状

第６回

厳罰意識と「自己決定・自己責任」論

厳罰意識　「自己決定・自己責任」論　両者の論理的関

係

第７回

刑法に犯罪抑止力はあるか

一般予防　特別予防　厳罰化した道路交通法の効果　

監視カメラの犯罪抑止力

第８回

自由と安全の両立は可能か

近代人権宣言の構造　それによる刑法のあり方　核心

刑法　広範だが穏やかな介入法　2つの介入方法（義務

賦課・抑止型介入と人権・民主主義型介入）

第９回

事例研究･･･ビデをなどを利用して

広島での暴走族対策　ロスアンジェルスでの治安対策　

鹿児島市での校区公民館活動など　コミュニティ・ベイス

ド・プリベンション

第１０回

表現の自由と知る権利

表現の自由　知る権利　集合住宅へのビラ配布　住居

侵入罪

第１１回

公務員の政治活動の自由と法治国家

公務員の政治活動の一律禁止　公務員の政治的中立

性　公務の公正・公平　法治行政　行政手続法

第１２回

人権における近代と現代

自由　平等　自由権　社会権　生存権　労働権　プライ

バシー　自己情報コントロール権　環境権　

第１３回

平和的生存権と人間の安全保障

平和的生存権　人間の安全保障　人身取引　現代奴隷

制

第１４回

自由と友愛、連帯

友愛　連帯　それらと自由との関係

第１５回

現代を人間らしく生きるために

あるがままの具体的な人間の尊厳　すべての人間に共

通するという一般性、普遍性　暴力　対話協調

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書および配布したレジメ・資料を含め授業内容を理解できたかどうかを試します。90 ％
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参考文献は、上記のほか必要に応じ授業中に指示します。 

授業にまじめに出席し、ノートをとることができれば、授業内容を十分理解できるはずです。 

生田とのe-mailによる連絡は、kit00039@law.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 教科書および配布したレジメ・資料を含め授業内容を理解できたかどうかを試します。

定期試験の成績に加味します。

10 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

人間の安全と刑法 生田勝義／法律文化社／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

人権宣言集 高木八尺ほか編／岩波書店／／

新版法律用語を学ぶ人のために 中川淳・大野真義編／ 世界思想社／／

新・やさしく学ぶ法学 中川淳編／法律文化社／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other



2012 年度シラバス立命館大学

グローバル化が進展している現代の国際社会において、世界経済を舞台にした様々なドラマが繰り広げられている。こうしたドラマを読み解くた

めに、本講義では政治、経済、社会、文化のそれぞれの相互関係や歴史的背景を基礎から把握することを主眼におく。そのことを通じて、現代

世界について生き生きしたイメージと多様な問題関心を深めていくことを望む。本講義では経済学の基礎知識を特別に必要にしないが、共通科

目として現代世界経済について大いに関心を持ち、広範にまなび、かつ考えていきたいという学生諸君を歓迎する。

特に指定する科目はないが、政治や社会や経営にもあわせて関心をもち、それらを総合的に理解する力を養うことが大事です。

場合によってはレポートを課す場合があるが、その場合には成績評価に加点する。

講義は課題の一部であり、大切なことは大いに問題関心を深めて、自ら学習していくことである。この授業を基にして現代世界についての認識を

高め、いっそう学習が進むことを期待しています。

単位数 /  Credit 2

現代の世界経済 (S)

担当者名 /  Instructor 朝日 稔

16265

現代の世界経済をグローバルな視点から捉え、世界経済に関するニュースや新聞記事に関して関心を高め、自分なりの考えをもてるようにする

ことを目標としている。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

２１世紀の世界経済を概観する

２１世紀の世界経済

第２回

グローバリゼーションとはどういうものか

グロ-バリぜーション

第３回

グローバリゼーションはどのように発展してきたか：グ

ローバリティー貿易と決済、海外投資、国際生産、技術移

転、移民-

グローバリティ

第４回

グローバリズムとグローカリズム：推進方法の二つの道

グローバリズム

第５回

21世紀の競争力強化の思想Ⅰ：「イノベートアメリカ」

イノベーション

第６回

21世紀の競争力強化の思想Ⅱ：先端産業の苦悩と再生

への模索

先端産業

第７回

21世紀の競争力強化の思想Ⅲ：オバマ政権

オバマ政権

第８回

21世紀の多国籍企業の基本構造

２１世紀の多国籍企業

第９回

「知財」化・サービス化の進展と多国籍企業の変容

サービス化

第１０回

国際直接投資と国際生産

国際直接投資

第１１回

研究開発投資（Ｒ＆Ｄ）とそこからの果実

Ｒ＆Ｄ

第１２回

多国籍企業の企業内貿易

企業内貿易

第１３回

オフショアリングと高度科学技術者

オフショアリング

第１４回

海外子会社の自立化と研究開発活動

海外子会社

第１５回

21世紀の世界経済の行方ならびに講義のまとめ

２１世紀世界の未来

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％
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講義はテキストに沿って行うので、テキストをよく読んで講義の復習をしておくことが、テストにパスするための 善の策です。具体的な講義

は板書を基にして行い、テキストの該当箇所を明示する。また必要に応じて、資料を配布する。

授業の進行の妨げになるので、授業中の私語を厳禁です。守ってください。

質問を大いに歓迎するので、できるだけ、質問して、疑問を解消していくことが大事です。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

21世紀の多国籍企業の構造と変貌 関下稔／文眞堂／／2012年6月(予定）

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　この講義では、法の視点から国際社会の問題を俯瞰するために、国家間関係を規律する国際法の基礎と、国を越える私人の活動に国内法が

どのように適用されるかを規律する国際私法の基礎を学びます。

　法、それも、国際社会の問題というと、あまり身近なことではないと感じるかもしれません。しかし、国際化はあらゆる領域で生じています。遠く

離れた国で銀行が破綻したり、洪水が起こったりすることが、日本経済に関係し、みなさんの就職にまで影響するようになりました。東北の大震

災とそれにともなう原発事故が世界各国のエネルギー政策にまで影響を及ぼしました。

　そこで、国際法、国際私法の視点から経済、犯罪、人権、環境といった問題を考察し、同時に国際法、国際私法の基礎知識を獲得して、 終的

には「国とは何か」、「法とは何か」といった問いを思考する講義をめざします。

法は社会のあらゆる事象と関わっています。文系理系を問わず、さまざまな科目を履修しておくことが間接的に役立ちます。知識を総動員してく

ださい。

単位数 /  Credit 2

国際化と法 (S)

担当者名 /  Instructor 松井 章浩

16234

（１）国際社会を規律する法の基礎知識を獲得する。

（２）実際に生じた事例の内容を正確に把握して、論理的に検討することができる。

（３）法的な視点から国際社会を俯瞰し、国そのものや法そのものを思考することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

講義の導入

教科書　序章

この講義にはどのような目的と背景があるのか

日本と国際社会との関係、国際社会と法の関わり

第２回

国家と国際機構の役割

教科書　第１章、第２章

国際社会は誰が動かしているのか

国際社会の構造、国際社会の構成員としての国家、国

際機構の設立、個人・ＮＧＯ・多国籍企業

第３回

国際紛争を解決する方法

教科書　第３章

国際紛争はどのように解決されるのか

紛争の平和的解決、国際司法裁判所

第４回

管轄権

教科書　第４章

国は何をできるのか

自国領域内における排他的な管轄権行使、管轄権行使

の限界と克服、管轄権の例外

第５回

国境と空間秩序

教科書　第５章

自国領域はどのように決まるのか

空間秩序、領土、海の境界

第６回

国際社会における個人①

教科書　第６章

人権はどのように保護されるのか

人権保護の歴史、国籍、外国人の権利

第７回

国際社会における個人②

教科書　第８章

なぜ国際人権条約が結ばれるようになったのか

国際人権の意義、国際人権規約、地域的な人権条約、

国連における人権問題

第８回

国際社会における個人③

教科書　第６章、第８章

国際人権がどのように問われてきたか

人権条約の実施措置、具体例としての死刑問題、死刑

存置国への犯罪人引渡

第９回

国際社会における個人④

教科書　第７章

外国人と結婚したらどうなるのか

国際的な家族関係、国際私法の意義、国際社会におけ

る家族法

第１０回

国際的な経済活動と法

教科書　第９章

国境を越える経済活動をどのように規律するか

国際的な経済活動の規制、通貨と貿易に関する国際秩

序、地域主義と欧州連合

第１１回

国際環境法

教科書　第１０章

法は地球を守れるか

国際環境法の歴史、基本原則、国際環境法の実施方

法
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出席確認を行いません（いわゆる「出席点」は一切ありません）。

また、他の受講者の学習を妨げる者には受講を認めません。他の受講者の学衆を妨げる者には定期試験の結果にかかわらず単位を与えま

せん。

講義中に教科書を参照するので、必携してください。

また、レジュメと資料を配付します。レジュメと資料を紙媒体で配布するのは講義中のみです。コースツールにも掲載するので、紙媒体のレ

ジュメや資料を入手できないときは、自らダウンロード、印刷してください。

参考になる文献は他にも多くある。また、映画の中でも国際法が問われることがある。講義のなかでも紹介したい。

この講義では教科書を使用します。

講義中に教科書の内容に言及することはありますが、教科書を読解することはしません。

事前に教科書を一読してくることが求められます。もちろん、教科書を読んでも理解できなかったところは質問してください。また、復習に教科書

を熟読することを強く推奨します。

国際連合　http://www.un.org

外務省　http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html

国際司法裁判所　http://www.icj-cij.org

この講義では「法」の問題を扱いますが、大多数の受講生が「法」を初めて学習することを前提に講義を行います。他方、この講義で扱う問題は

現実の社会で実際に生じているものです。日々の報道から学ぶことも多いです。日本のこと、国際社会のことに敏感になりましょう。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

第１２回

武力行使①

教科書　第１１章、第１２章

戦争違法化の歴史、武力行使禁止原則、自衛権、集団

的安全保障

第１３回

武力行使②

教科書　第１２章、第１３章

国際連合の集団安全保障、軍事的措置と非軍事的措

置、平和維持活動、軍縮

第１４回

武力紛争法

教科書　第１４章

戦争にもルールがあるのか

戦争法から国際人道法へ、戦争犯罪の処罰、国際刑事

裁判所

第１５回

国際社会の今後

教科書　終章

日本は結局どうするのか

国際社会の動向と日本、国際法の今後

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 国際法の基礎知識をどれくらい習得しているかを試します。基本概念や語句の理解を確認する

問題を出します。

80 ％

平常点評価 「講義メモ」の提出は少なくとも２回実施し、評価が優れている２回分を 終評価に加えます。こ

の「講義メモ」の提出は強制ではないので、提出するかどうかは受講者の判断に任せます（提

出しなかった受講者も成績評価の対象とします）。なお、氏名や学生証番号しか書いていないメ

モを提出しても一切加点しません。

20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

テキストブック　法と国際社会 德川信治、西村智朗　編／法律文化社／4589033712／教養として国際法を学ぶ者を

対象とした教科書である。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基本国際法 杉原高嶺／有斐閣／4641046492／

パラダイム国際法 小寺彰／有斐閣／4641046212／

国際法（Sシリーズ）〔第5版〕 松井芳郎　他／有斐閣／4641159273／

国際法 酒井啓亘　他／有斐閣／4641046557／

判例国際法〔第2版〕 松井芳郎　編集代表／東信堂／4887136757／国際法に関する事例を調べるのに適し

ている。

国際法基本判例50 杉原高嶺、酒井啓亘　編／三省堂／4385323267／国際法に関する基本的な事例を調

べるのに適している。

国際法判例百選〔第2版〕 小寺彰、森川幸一、 西村弓　編／有斐閣／4641115044／国際法に関する基本的な事

例を調べるのに適している。
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立命館大学の衣笠キャンパスには、京都国連寄託図書館、立命館大学ヨーロッパ審議会資料コーナーがあります。また、京都地方裁判所で陪

審裁判に実際に使われていた「１５号法廷」が末川記念会館にあり、いずれもこの講義で扱う事件に関連しています。見学、利用してみましょう。

担当者は非常勤であるので、メール、コースツールによる連絡が確実です。メールアドレスは講義中に知らせます。

拡張項目 

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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　担当教員のガイドのもとで、世界各国からやってきた学生たちとともに、京都・広島・長崎の地を旅行し、現場に身をさらす国際的な体験学習を

通して、世界平和の構築と国際理解・協力の道を探ります。

　1995年の戦後50周年を記念して、米国ワシントンにあるスミソニアン航空宇宙博物館が企画していた原爆展が中止されるという事件が起こりま

した。広島・長崎への原爆投下、これにともなう「核の時代」の幕開けが何を意味するかについて、米国民とアジアの人々、日本人、そして被爆者

の間に、深刻な認識ギャップがあることが明白となったのです。これをうけて同じワシントンにあるアメリカン大学が、被爆2世の日本人学生の働

きかけをうけて被爆遺品をひきとり、独自に原爆展を開くとともに、広島市長はじめ、多数の被爆者を自大学に招いたことが、このプログラムを始

めるきっかけとなりました。それ以来毎年、アメリカン大学と本学とが共同で本プログラムを企画・実施し、今年で18回目の開催となります（ 初

の2年間は自主ゼミとして行いましたから、正式科目となってからだと16回目です）。

　経済成長を続ける東アジアでは、より大きなエネルギー源、より大きな市場を求めて、中国、アセアン諸国、米国をアクターとする角逐が激しく

なり、世界の原子炉の4分の１が集中する「原発密集地帯」となりつつあります。標準型の原子炉は、毎日、3発の広島型原爆を爆発させたのと同

量のエネルギーを使って、大量の水を沸騰させ、巨大な発電用モーターを回してきました。原子力発電とは「ゆっくりと爆発する原爆」だということ

もできます。

　昨年3月におこった福島の核惨事のなかで、168発の広島型原発が爆発したのと同量のセシウム137が、福島から世界にまき散らされました。

福島第一原発から外に出た放射性物質は、貯蔵量の１％にも満たず、ほとんどの放射性物質は、なお原発内でとぐろをまいています。破壊され

た原子炉は、こんご数十年間は青天井のままとなるでしょう。したがって仮に地震がおこらなくても、原発をターゲットとする自爆テロや戦争がお

これば、日本列島は無人化の危機にさらされることになります。平和な世界の建設は人類の夢。「核の時代」とは、この夢を実現させないかぎり、

人類のほうが絶滅するという時代のことなのです。

　ことしも米国からは15名、カナダから数名、立命館アジア太平洋大学から数名の国際学生が参加しますので、立命関係の受講生数は20名とし

ます。旅行期間は８月１日から10日です。8月6日と9日の被爆式典に参列するとともに、広島市長を表敬訪問したり、多数の被爆者と交流したり、

国際シンポジウムに参加します。旅行団として広島と長崎の地で、原爆投下や福島をめぐる市民公開講座を開催する可能性も追求します。 

　20世紀において米国人にもっとも深刻な影響を与えたルポルタージュのトップとして米国のジャーナリストたちが選んだのが、ジョン・ハーシー

が1946年に書いた『ヒロシマ』。この本を日米全員の共通テキストにします。このテキストに登場する 年少の赤ん坊が近藤紘子さん。25名の原

爆乙女の渡米治療運動リーダー谷本清牧師の長女で、アメリカン大学の卒業生でもあります。彼女に全行程同行してもらう予定です。アメリカ側

コーディネイタとして、アメリカン大学核問題研究所長のピーター・カズニック教授（歴史学）、カナダ側コーディネイタ兼通訳として乗松聡子さん

（ブリティシュ・コロンビア大学講師）にも全行程同行してもらいます。

「平和学入門」、「戦争の歴史と現在」

単位数 /  Credit 2

国際平和交流セミナー (GA) § 特殊講義（国際平和交流セミナー） (GA) § 特殊講義（基礎）Ⅰ（国

際平和交流セミナ） (GA) § ヴィジョン形成特殊講義（国際平和交流セミナー） (GA) § 特殊講義

（基礎）１（国際平和交流セミナー） (GA) § 特殊講義（自由選択）Ⅰ（国際平和交流セミナー） (GA)

担当者名 /  Instructor 藤岡 惇

60133

　「原爆学習の旅」とは、被爆した死者を慰霊し、自らの生き方を問う旅でもありますから、｢平和巡礼の旅」だということもできます。この旅のなか

で、議論し、解明したいのは、つぎの3つの問題です。広島の平和公園には、「安らかに眠って下さい、過ちは繰り返しませぬから」という碑文があ

りますが、①「過ち」とは何ですか。②「繰り返しませぬから」という一文の主語は誰ですか。③「繰り返しませぬから」という誓いは実現可能です

か、どうしたら実現できるのでしょうか、という３つです。

　より具体的な調査と討論の柱としては、①原爆雲の下で何が起こったのか、②米国はなぜ2発の原爆を庶民居住地域に投下したのか。投下は

「必要悪」だったのか、｢悪質な戦争犯罪｣だったのか、③「核の時代」とは何か、④北東アジアを舞台にする憎悪と戦争の悪循環を克服し、「核兵

器」を廃絶し、国際理解と協力を促進するには何をすればよいのか、⑤原子力発電をどう評価したらよいのか、「核の文明」を克服することは可

能か、望ましいのか、などが考えられます。戦争遺跡や被爆者の方々を訪ね、あるいは外国の若者との交流を通じて、あるいは被爆地で開く「市

民公開講座」を通して、平和な世界づくりに貢献する「国際人」になっていただきたいと願っています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

受講申込み（4月下旬～5月中旬） 通常の受講登録とは別に申し込みが必要です。

募集要項・受講申込みは国際平和交流セミナーのホー

ムページを参照してください。　

http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/

1~3

事前研修（3回）6月～7月

4

8月1日 京都でのフィールドワーク

京都でオリエンテーション、京都各地の調査、歓迎パー

ティ

5

8月2日 京都でのフィールドワーク

立命館大学国際平和ミュージアム見学、対話ワーク

ショップ

6

8月3日 京都でのフィールドワーク

対話ワークショップ、京都各地を回る体験学習



2012 年度シラバス立命館大学

　定期試験は行いませんから、着実にレポートを作成し、蓄積しておく必要があります。

成績評価は、受講生の自己評価結果を有力な参考資料として、教員の責任で行います。

  2008年度と09年度にこの旅行団が主催して長崎の原爆被災者協議会の会議室で開いた公開市民講座の成果が本になりました。それが

初の本です。広島市立大学平和研究所でおこなった学習講演会の成果も「岩波ブックレット」の1冊として出版されました。それが２つめの本

です。この旅行に17回連続で参加してもらっている近藤紘子さんの自叙伝が出版されました。それが３つめの本です。

  2回のレポート作成、あるいは旅行準備のために、国際平和ミュージアムの１階にあるメディア資料室を活用してください

国際平和交流セミナーのホームページ：http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

藤岡　惇のホームページは、http://www.peaceful.biz/。藤岡の書いた論文を読むことができます。

近藤紘子さんを描く映像作品が米国のテレビで放映されました。

http://channel.nationalgeographic.com/series/explorer/4826/Overview#tab-Videos/08496_00

このプログラムを共催しているアメリカン大学核問題研究所（ピーター・カズニック所長）のＨＰは

http://www.american.edu/academic.depts/cas/hist/nsi/nsi_prog_abroad.cfm

カズニック教授は、「プラトーン」、「ＪＦＫ」などアメリカ史を描いた映画づくりで著名なオリバー・ストーン監督の制作アドバイザーも務め、この旅行

通常の受講登録とは別に申し込みが必要です。

受講申込みはこちらから　http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

優れた通訳でもある乗松さんに同行してもらいますが、英語を軸とする交流となりますので、ある程度は英会話のできる学生、平和の問題や体

験型の学習に関心のある皆さんの応募を期待します。過去の参加者が、旅行の途中の地に集まってきますので、先輩たちとも交流することがで

きます。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

7

8月4日 広島でのフィールドワーク

広島へ出発、平和記念資料館見学、秋葉前市長との交

流会、被爆者との懇談会

8

8月5日 広島でのフィールドワーク

ジョン・ハーシー「ヒロシマ」での取材地の現在を再訪

問、放射線影響研究所、被爆老人ホームの慰問

9

8月6日 広島でのフィールドワーク

慰霊式典に参列、各種のフィールドワーク、宮島見学、

夕刻から灯篭流しに参加

10

8月7日 長崎でのフィールドワーク

長崎への移動、長崎原爆資料館を参観、被爆者との交

流会

11

8月8日 長崎でのフィールドワーク

被爆者との交流会、岡まさはる記念平和資料館を見学

12

8月9日 長崎でのフィールドワーク

城山小学校での式典、市主催の慰霊式典に参加、お別

れパーティ

13

8月10日 長崎でのフィールドワーク

まとめのワークショップ、長崎での現地解散（帰途は自

由に）。別府の立命館アジア太平洋大学を訪問し、交流

するオプションもあります。

14・15

事後研修（2回）10月～11月

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 50%:事前の予習レポートと事後の 終レポートを作成してもらいます。

50%: ①国際的な交流と討論にどの程度積極的に参加し、貢献できたか、②ホスト側として、各

プログラムを実りあるものにし、参加者を幸せにするために、どのような役割を果たしたかを自

己評価してもらいます

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ヒロシマ ジョン・ハーシー／法政大学出版局／／翻訳　谷本　清

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

原発とヒロシマーー「原子力平和利用」の真相 田中利幸、ピーター・カズニック／岩波書店／／翻訳　乗松聡子

広島・長崎への原爆投下再考 木村朗、ピーター・カズニック／法律文化社／／翻訳　乗松聡子、コラム　藤岡　惇

ヒロシマ、60年の記憶 近藤紘子／リヨン社／／
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には17回目の参加となります。

過去6年間、通訳とカナダ側コーディネイタを務めていただいた乗松聡子さん（ブリティシュ・コロンビア大学講師）のＨＰ 

http://peacephilosophy.com　に参加者の感想が掲載されています。乗松さんのＨＰは、福島の核惨事と世界とを結ぶ情報網のハブとなったとこ

ろで、毎日、多数のアクセスのある「情報の宝庫」です。2010年度の乗松さんの感想は、http://www.japanfocus.org/-Norimatsu-Satoko/3463

昨年は、2名の福島医科大学の学生を特別ゲストとして招き、いっしょに旅行しましたが、ことしも、フクシマの行方について注目していきます。　こ

の科目の日米カナダの過去の参加者130名余りで運営するフェイスブックがあります。英語を使って、過去の参加者と時空を超えて交流したり、

写真を交換し合ったりできます。

藤岡の電子メールアドレスは、fujioka@ec.ritsumei.ac.jp

です。

拡張項目 

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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国際平和交流セミナーは、教員の指導のもとで現地におけるフィールドワーク・講演・討論などを通して、平和な世界づくりに貢献する「地球市

民」を育てようとする正課の教学プログラムです。戦後50周年を記念して1995年度より開始し、今年で15回目になります。毎年、夏期休暇の期間

を利用し担当教員のガイドのもとで様々な地域を訪れ、現場に身をさらし、五感で感じ取ってもらう国際的な体験学習を通して、世界平和の構

築、国際理解と協力の道を探ります。

日本と北東アジア地域の近現代史に関する諸科目 、朝鮮半島の歴史・文化・政治経済等に関する諸科目、平和学関連諸科目

単位数 /  Credit 2

国際平和交流セミナー (GB) § 特殊講義（国際平和交流セミナー） (GB) § 特殊講義（基礎）Ⅰ（国

際平和交流セミナ） (GB) § ヴィジョン形成特殊講義（国際平和交流セミナー） (GB) § 特殊講義

（基礎）１（国際平和交流セミナー） (GB) § 特殊講義（自由選択）Ⅰ（国際平和交流セミナー） (GB)

担当者名 /  Instructor 李 豪潤、鄭 雅英

60134

この授業は、１週間ほどの韓国フィールドワーク(9月中旬予定)への参加を中心に組み立てられています。日本が朝鮮を植民地として「併合」して

から、昨年で100年。この1世紀を越える日本と朝鮮半島の関係史を題材としながら、ソウル・釜山でのフィールドワークや講演、韓国人学生との

交流・討論、韓国文化体験などを通して、平和と人権について考えることを目的とします。

またフィールドワークのための事前学習を行い、日本と歴史的にも地理的にも深い関わりを持つ韓国・朝鮮についてや日韓関係の歴史を学び、

今後の日韓関係の平和的なあり方について考えます。 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

受講申込み（4月下旬～5月中旬） 通常の受講登録とは別に申し込みが必要です。

募集要項・受講申込みは国際平和交流セミナーのホー

ムページを参照してください　

http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

1

第1回事前研修：国際平和交流セミナーで何を獲得する

か、日韓関係の歴史についての講義

2

第2回事前研修：現代韓国社会についての講義、セミ

ナーでの個人テーマ、グループテーマの発見

3

第3回事前研修：個人テーマ、グループテーマの事前学

習結果の発表

-

現地学習(第一日目)：　出発、目的地到着、オリエンテー

ション

4

現地学習(第二日目午前)：　釜山のフィールドワーク

5

現地学習(第二日目午後)：　釜山のフィールドワーク

6

現地学習(第三日目午前)：釜山のフィールドワーク、ソウ

ルへ移動

7

現地学習(第三日目午後)：ソウルのフィールドワーク

8

現地学習(第四日目午前)：ソウルのフィールドワーク

9

現地学習(第四日目午後)：ソウルのフィールドワーク

10

現地学習(第五日目午前)：　ソウルのフィールドワーク

11

現地学習(第五日目午後)：　ソウルのフィールドワーク

12

現地学習(第六日目午前)：　ソウルのフィールドワーク
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授業で指定される参考文献は、必ず読破しておいてください。朝鮮半島の近現代史に関して 低限の前提知識がないと、韓国の学生と議論が

成り立ちません。

募集要項・受講申込みは国際平和交流セミナーのホームページを参照してください。　

http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

通常の受講登録とは別に申し込みが必要です。

募集要項・受講申込みは国際平和交流セミナーのホームページを参照してください　

http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

事前、事後講義は必ず出席し、日韓の歴史や未来についてしっかり学び、積極的に発言してください。

議論する力を養うことも、このセミナーの重要なポイントです。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

13

現地学習（第七日目午前）：まとめのワークショップ　　午

後、帰国

14

事後研修第1回：レポート中間発表とメモ・写真等の記録

物の提出

15

事後研修第2回：レポートの完成に向けた指導

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①平常点　50％

・事前、事後講義への出席度

・現地学習（交流、討論、ワークショップ、見学ほ　か）における積極性

・グループ学習への参加度

②レポート　50％

・テーマ設定の意義付け

・資料調査、現地調査内容の深度と反映

・論理展開の適切さ

・レポートとしての体裁

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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テーマ: 「日中国交正常化40周年　日中の大学生が未来に向かって交流し、相互理解と友好を深める」

場所:中国(北京市、大連市)

現地研修期間:9月3日～9月12日(予定)10日間

事前講義: 6月～7月　計3回の事前講義を行う(土曜日の午後)

事後講義:10月～11月　計2回　プレゼンテーション(土曜日の午後)

募集人数:25名

参加費用:15万円

担当教員:曹　瑞林　経済学部教授

①本プログラムでは、担当教員が6月末～7月、事前講義を行います。受講生は自分に関心のあるテーマを選び、　自主的学習に取り組みます。

 

②北京、大連で分かりやすい講義を受けるとともに、見学や企業訪問、中国の大学生との交流を行います。 

③北京において代表的な商店街、商業施設、天安門広場、万里の長城、故宮、盧溝橋などの見学を行います。これらを通じて中国人の生活に

触れ、観察するとともに、中国の歴史、文化などについて学習します。また日中文化と教育交流および日中関係についての講義を受ける機会を

設けます。北京では、中国の大学生との懇談・懇親交流会を行い、相互理解と友好を深めます。

③大連では、都心部や旅順口区にある大連の歴史的遺跡、博物館、建築物を見学します。大連経済技術開発区、保税港区、ソフトパークなどに

ある地元の企業、日本企業を訪問し、この地域の飛躍的な経済発展や対外開放、大連と日本との文化、経済の交流に対する理解を深めます。

また日中交流についての講義を受ける機会を設けます。大連では中国の大学生との意見交換、懇談・懇親交流会を行い、平和などについての

相互理解と友好交流を深めます。

⑤研修の成果を確かなものとするために、事後学習では、中国での研修についてのプレゼンテーションを行いま　す。また参加者全員がレポート

を作成し、報告集にまとめます。

単位数 /  Credit 2

国際平和交流セミナー (GC) § 特殊講義（国際平和交流セミナー） (GC) § 特殊講義（基礎）Ⅰ（国

際平和交流セミナ） (GC) § ヴィジョン形成特殊講義（国際平和交流セミナー） (GC) § 特殊講義

（基礎）１（国際平和交流セミナー） (GC) § 特殊講義（自由選択）Ⅰ（国際平和交流セミナー） (GC)

担当者名 /  Instructor 曹 瑞林

60135

1.目標

今年は日中国交正常化40周年という記念すべき年であります。この歳月を経て日本と中国は切っても切れない緊密な関係となりました。しかし、

日中両国と両国民の間には、なお多くの認識の違いがあり、相互理解と信頼が十分であるとは言えません。本プログラムは、事前学習、中国の

北京と大連研修、事後プレゼントとレポートなど様々な形で、中国の文化、社会、経済発展、対外開放、日中交流の歴史を学ぶ。とくに中国の大

学生との直接交流を通じて相互理解と友好交流を一層深めることを目的とします。期間は9月3日～9月12日の予定であり、交流・訪問先は中国

の首都北京と大連です。

2.訪問地域:北京、大連

北京は中国の首都であり、政治、文化、経済の中心です。また悠久な歴史を持ち、故宮や万里の長城などの世界文化遺産が多くあるとともに、

北京には中国を代表する優秀な大学が多数ある。大連市は東北三省の中で も経済的に発達し、開放的な地域であるとともに、歴史的には、

日本と深いかかわりがあり、改革開放以来、多くの日本企業が進出しています。また毎年多くの日本人観光客が大連に訪れています。大連は日

本との間には、経済だけでなく、文化や教育の交流を盛んに行い、中国における日中交流のモデル都市となっています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

受講申込み（4月下旬～5月中旬） 通常の受講登録とは別に申し込みが必要です。

募集要項・受講申込みは国際平和交流セミナーのホー

ムページを参照してください　

http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

1~3

事前講義（３回）６月～７月　土曜日午後

事前講義を通して自分に関心のあるテーマを選び、自

主的学習に取り組みます。

4

9/3(月) 現地学習（１日目）北京でのフィールドワーク

現地到着、オリエンテーション

5

9/4(火) 現地学習（２日目）北京でのフィールドワーク

①北京見学(天安門広場、故宮、王府井大街、北京屋

台) 

②中国の大学生と懇談・懇親交流会

6

9/5(水) 現地学習（３日目）北京でのフィールドワーク

①日中文化・教育交流、日中関係の講義

②中国の大学生と懇談・懇親交流会

7

9/6(木) 現地学習（４日目）北京でのフィールドワーク

①万里の長城、②盧溝橋見学

8

9/7(金) 現地学習（５日目）大連でのフィールドワーク

北京から大連への移動

大連市内見学(大連の町、商業施設、歴史的建築物)
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追って連絡する

事前講義の時、参考文献を指示する。

国際平和交流セミナーのホームページ:http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

通常の受講登録とは別に申し込みが必要です。

募集要項・受講申込みは国際平和交流セミナーのホームページを参照してください　

http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

9

9/8(土)現地学習（６日目）大連でのフィールドワーク

①大連と日本との経済、文化交流に関する講義

②中国の大学生と懇談・懇親交流会

10

9/9(日)現地学習（７日目）大連でのフィールドワーク

旅順203高地、水師営、旅順博物館、旅順刑務所など、

大連の歴史を学習 

11

9/10(月)現地学習（８日目）大連でのフィールドワーク

①大連経済技術開発区にある日系企業訪問

②大連保税港区にある日系物流企業訪問

12

9/11(火)現地学習（９日目）大連でのフィールドワーク

大連の代表的な企業訪問(大連ソフトパークにある地元

IT企業など)

13

9/12(水)現地学習（１０日目）大連でのフィールドワーク、

帰国

現地研修総括、帰国

14・15

事後講義（2回）　プレゼンテーション　１０～１１月　土曜

日午後

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①70%は、現地訪問、研修およびそれにもとづいてプレゼン、作成されたレポートによる評価 

②30%は、事前・事後の講義への参加や現地研修での意欲や協調性を評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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本講義の目的は、私たちがあたりまえだと思い込んでしまっている「性別」や「女らしさ」「男らしさ」などのジェンダーにまつわる社会通念を、社会

的に構築されたものとしてとらえる視点を獲得することである。授業では、恋愛、就職、結婚、出産、育児、介護など、多くの人が将来直面するよ

うな身近なことがらを扱い、それらをジェンダーという視点から読み解くことで、自分自身が縛られているジェンダー規範に気づく。そして多様な

ジェンダーのあり方を理解し、将来の生き方と結び付けて理解することを目指す。

小レポートでは自分自身の考えや経験を多くたずねるため、日ごろからテレビのニュース、新聞記事、友達との会話など、現実の社会の動きと授

業で学んだことを結びつけて考えるようにしてほしい。

単位数 /  Credit 2

ジェンダー論 (SA)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

13504

・ジェンダーを社会的に構築されたものとしてとらえることができる

・自分の身近なできごとを、ジェンダーという視点を踏まえて、説明することができる

・自分自身のジェンダーに関する先入観に気づく

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

01

ジェンダーとは何か

ジェンダー、セックス

02

性の多様性

性自認、性的指向、男女二分法

03

セクシュアル・マイノリティを生きる（ゲストスピーカーの方

のお話）

04

性役割を考える

男らしさ、女らしさ、ジェンダー規範

05

男とは何か

男性学、メンズリブ、草食系男子

06

専業主婦の誕生

性別役割分業、アンペイド・ワーク

07

ゆらぐ日本型雇用

正規雇用・非正規雇用、男女雇用機会均等法

08

恋愛と結婚

同棲、法律婚

09

戸籍制度を考える（ゲストスピーカーの方のお話）

10

母性と育児

母性神話、育児参加

11

子育ての形を考える（ゲストスピーカーの方のお話）

12

セクシュアリティ

ドメスティック・バイオレンス

13

変わる生殖医療

産児数、優生保護法、生殖革命

14

ケア労働とジェンダー

介護、グローバリゼーション

15

性の商品化

セックスワーク、ポルノグラフィ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容について、理解度を見る。40 ％
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特に指定しない。

小レポートには毎回QRコードを添付すること。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 授業内容についての理解度を見るために、授業内容に関連したテーマで毎回小レポートを課

す。小レポートは1点・2点・3点・4点のいずれかの評価を行う。欠席や用紙未提出の場合は0点

になる。毎回の評価は、WebCT上に公開する。小レポートが8回分以上提出されている場合に

のみ、期末レポートを受けつける。なお、授業開始後30分以上の遅刻は認めない。

60 ％

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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二項対立的なジェンダー世界に生を受けそこに生きる私たちは「男らしさ」や「女らしさ」といった言葉に代表されるジェンダー観をごく当たり前の

事と捉えがちである。だがこのことは私たちがジェンダーを科学的に分析することにいかに不慣れかを物語っているとも言えよう。

自明視されがちなジェンダー観はいかにして私たちに内面化されたのか。またそれは私たちの思考や振る舞い、好み、性的指向、はたまた恋愛

観や結婚観をどのように規定していくのだろうか。かような問題を様々の角度から照射しつつジェンダーを社会学的に解明していく。その過程に

おいて学生は「イデオロギー」「行動様式」、「身体技法」「相互行為」「逸脱」「スティグマ」などの基本的なタームの理解が求められる。ジェンダー

をひとつの切り口にして、社会に規定されつつも「自分らしさ」を求めてやまない個人の葛藤や性同一障害者の苦しみ、恋愛関係の成立、セクハ

ラやDVなど多様な社会現象を社会と個人の関係性という文脈において理論的に論述できるようになってもらいたい。

基礎社会学や社会学理論の既習が望ましい。

ジェンダー視点で書かれた著書や新聞記事の多読をすすめる。

その後、上記の参考文献もしくは講義内で紹介する文献の少なくとも一冊は熟読すること。

『21世紀のジェンダー論』はジェンダーに纏わる議論を広くカバーしているのでお薦めの一冊である。

単位数 /  Credit 2

ジェンダー論 (SB)

担当者名 /  Instructor 高橋 裕子

16255

ジェンダー実践を社会学のタームを用いて社会学的見地から理論的に説明できるようになること。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

総括的導入講義

講義の進め方、成績評価方法、約束事の確認＋授業

内容の提示

2

社会と個人の関係性①

外なる社会/内なる社会、社会に鋳型取られる個人

3

社会と個人の関係性②

内面化/社会化、イデオロギーの磁場としての「出会い」

4

生物学的性・セクシュアリティ概念

生物学的雌雄性から性自認の獲得へ

5

ジェンダー概念＝「社会的・文化的性（差）」

「男らしさ」「女らしさ」、二項対立的な男女の分類図式

6

身体技法を読み解く①

相互行為論（E.ゴフマン）、非言語メッセージ

7

身体技法を読み解く②

相互行為論（E.ゴフマン）、非言語メッセージ

8

映像分析①

『トッツィーTootsie』より

9

映像分析②＋総括

『トッツィーTootsie』より

10

ヒューマン・トラフィッキング①

ラベリング論より、逸脱とスティグマ

11

ヒューマン・トラフィッキング②

ラベリング論より、逸脱とスティグマ

12

「幸せな家族計画」か？

二項対立的なジェンダー観の再生産とその変化

13

「男＝上位者・女＝下位者」か？

行為者にとっての戦略とアクション、セクシュアルハラス

メント

14

ジェンダー論・相互行為論・ラベリング論のタームの 終

確認＋論述テスト（６０分）

15

テストの講評、ジェンダー論の総括

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 基本的にはレポート課題と講義時間内に行なう論述テストによる成績評価100 ％
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その他の参考文献は適宜紹介する。

①講義のはじめにレジュメを配布しますが、後日再配布することはありませんので、遅刻をした学生は講義後に受け取ってください。

②特段の事情がない限り２０分以上遅れての入室は認めません。

③講義を妨げるような私語を繰り返す学生には退室を求め成績評価から５点マイナスします。

④携帯電話の使用および教室内での飲食は禁止します。

⑤教室内での帽子の着用は後ろに座っている学生の迷惑となりますので、そのようなケースでは脱いでもらいます。

⑥レポート課題の内容は講義内で説明しますが、体裁・提出期限・提出先・提出方法が守られていないものは未提出扱い（０点）とし、論述テスト

を受ける資格を自動的に失います。

⑦レポート課題に不正行為が認められた場合も⑥と同様の扱いとします。

⑧レポートの提出期限は入院証明書や診断書などの公的書類があるものに限って延長されますが、就職活動は遅れての提出の理由とはなりま

せん。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

出席そのものは成績評価の対象とはしない。が、講義に積極的に参加し基本的なタームを正し

く用いて社会学的な見地からレポートを書くことが単位認定の条件である。

ミニレポートやミニテストを加算することも考えている。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

女らしさの社会学 高橋裕子／学文社／4-7620-1164-9／

21世紀のジェンダー論 池内靖子他編／晃洋書房／4-7710-1565-1／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

脱常識の社会学 ランドル・コリンズ／岩波書店／4-00-001275-4／

ゴフマン世界の再構成 安川一編／世界思想社／4-7907-0403-3／

スティグマの社会学 アーヴィング・ゴッフマン／せりか書房／4-7967-0043-9／

性同一性障害と性のあり方ー性転換手術は許さ

れるのか

山内俊雄／明石書店／4-7503-1210-X／

離婚後300日問題　無国籍児を救え！ 毎日新聞社会学部／明石書店／978-4-7503-2838-6／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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私たち人間が生物としてどのような特徴をもち、同種や他種の生物との間にどのような関係を結びつつ生きているのかを考える。人間に近縁な

霊長類の行動や生態への理解から、人類進化を解明する方法を紹介し、さまざまな人間らしさの起源を探ることを目標とする。 

特になし。

定期試験に日常点を加味して、総合的に評価する。

教科書は使用しない。講義中に資料プリントを配布する。

特になし。 

単位数 /  Credit 2

自然人類学 (S)

担当者名 /  Instructor 足立 薫

13507

進化論の基本を知り、進化のしくみを理解する。人間の行動や社会の特徴を、他の動物（とくにほかの霊長類）と比較して、人類進化の観点から

論じることができる。 

生物学の予備知識は特に必要としないが、講義で示されるトピックをもとに、「人間とは何か」について、論理的に深く考えることが求められる。講

義に関する諸注意の伝達にWebCTを使用するので、各自でアクセスできるようにしておくこと。 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

ガイダンス 自然人類学とは何か　講義の諸注意

人類学　動物　環境　「人間とは何か」 

２

霊長類とは何か 

生物の分類　分布　社会構造

３

サルと類人猿

近縁種　分岐分類　動物の権利

４，５

進化論とは何か 

自然選択　ダーウィン　総合説　遺伝　近縁　系統

６，７

人類の起源と進化（１）

直立二足歩行　アウストラロピテクス 脳の進化

８

人類の起源と進化（２）

ホモ・エレクトス　アウト・オブ・アフリカ　更新世 

９

人類の起源と進化（３） 

現代人の起源　ネアンデルタール　多地域進化説

１０

行動学と進化

行動の機能　血縁度　包括適応度　社会生物学

１１

繁殖と性 

性淘汰　配偶者選択　性差　家族の起源

１２

道具使用と文化 

行動の社会的伝達　類人猿の道具使用　伝統

１３

言語の起源 

霊長類の音声　類人猿の言語研究

１４

コミュニケーションと進化

社会構造　システム理論　ニッチ構築

１５

人間の社会

狩猟採集民　文化　宗教

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 論述形式80 ％

平常点評価 レポート、小テスト、レスポンスペーパーなど。20 ％
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講義中に指示する。

京都大学理学部人類進化論研究室 http://jinrui.zool.kyoto-u.ac.jp/

京都大学霊長類研究所 http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/index-j.html

講義の進展状況によって授業内容・スケジュールは変更の可能性があるので、WebCTなどのお知らせをチェックすること。

第1回の授業で連絡用のメールアドレスを通知します。

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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国際政治を含む政治現象と政治の基本原理について理解を深めるために、民主政治の制度と理念の歴史的展開をたどりつつ、政治の基礎概

念について説明する。

社会学、歴史学、経済学など、社会科学関連学科目の履修ないし併行履修。

欧米の歴史書や新聞を読むこと。

単位数 /  Credit 2

市民と政治 (S)

担当者名 /  Instructor 中谷 義和

13677

現代政治の基本的枠組み、および、その理念の生成と展開史を踏まえて、政治現象の基礎概念の理解を期す。

必要に応じてアドバイスする。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1回

序論

課題と方向

2回

日本国憲法「前文」の政治理念

国民主権、平和主義、基本的人権

3回

日本国憲法「前文」の政治理念

国民主権、平和主義、基本的人権

4回

日本国憲法「前文」の政治理念

国民主権、平和主義、基本的人権

5回

政治体制の編成

英米の政治体制、民主政治の思想家たち

6回

政治体制の編成

英米の政治体制、民主政治の思想家たち

7回

政治体制の編成

英米の政治体制、民主政治の思想家たち

8回

政治体制の現代的再編

行政国家、圧力団体、政党と政党制の比較、民主政の

諸モデル

9回

政治体制の現代的再編

行政国家、圧力団体、政党と政党制の比較、民主政の

諸モデル

10回

政治体制の現代的再編

行政国家、圧力団体、政党と政党制の比較、民主政の

諸モデル

11回

戦後世界と日本

アメリカのヘゲモニー

12回

戦後世界と日本

アメリカのヘゲモニー

13回

グローバル化とは何か

国民国家、国際化、民主政の課題

14回

グローバル化とは何か

国民国家、国際化、民主政の課題

15回

全体の概括と到達目標の確認

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 設問にたいする論理的説明を重視する。100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

政治学入門―歴史と概念 中谷義和／法律文化社／／
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参考書については、その都度指示する。

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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本講義では南アジアの事例を扱いながら、「宗教」をとらえる多様な視点や理論を検討し、宗教的事象を近代との関わりにおいて、さらには自己

と連続した地平において考察する力を涵養します。具体的には、一般的によくいわれる「インド人は牛を食べない」といった通俗的な言説を、南ア

ジアの社会的現実に照らし合わせて批判的に検討し、宗教と食、身体観、ナショナリズム、さらには我々の社会の根幹の一つをなすと考えられて

いる世俗主義との関連を問い直します。

特になし。

本講義については、受講者数が200人を超えたことから、当初のシラバスで予定していたように、レポート試験に代えて定期試験を行います。

低限として参考文献にあげた2冊は読みましょう。その上で、自分の頭で考えてみましょう。そうでなければ、とっても難しい講義となります。

単位数 /  Credit 2

宗教と社会 (GA)

担当者名 /  Instructor 中村 忠男

14530

1) 宗教を単純に非合理性に閉じ込めることなく、我々の日常と連続した社会的実践としてとらえることのできる視座を獲得する

2) 南アジア社会を知る上で重要となるいくつかの基本概念について学ぶ

授業中の私語は厳禁します。授業妨害したい学生は受講しないこと。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

「インド人」は牛を食べないのか？

宗教、社会

2

食べることと壊すこと：供犠の論理と宗教

宗教、社会

3

人と動物には境があるのか：あるいはトーテムとタブー

宗教、社会

4

カテゴリーと秩序：供犠と社会

宗教、社会

5

供犠の内面化：ヒンドゥー教と仏教と

宗教、社会

6

食べることは汚くなること?：穢れと社会構造

宗教、社会

7

雌牛と乳、生のものと調理したもの：変換操作としての食

宗教、社会

8

身体を流れる乳と血：南アジアにおける性的流体論

宗教、社会

9

雌牛保護運動と近代

宗教、社会

10

音楽とトランス：祭りはなぜ騒がしいのか

宗教、社会

11

ジオ・ボディーと宇宙論

宗教、社会

12

宗派間紛争と資本主義

宗教、社会

13

メディア・テクノロジーによる宗教の変容

宗教、社会

14

世俗主義という神話の形成

宗教、社会

15

もう一度、「インド人は牛を食べないのか」？

宗教、社会

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％
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そのほかの参考文献については、授業中に指示します。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

汚穢と禁忌 メアリ・ダグラス／ちくま学芸文庫／／

ラーム神話と牝牛 小谷 汪之／平凡社／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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車のＣＭを見ていて、車のホイールが、進行方向とは逆に回転しているのを見たことはないだろうか。これは、アナログからデジタルに変換する

過程で起こる、情報の欠落によるのであるが、おわかりだろうか。

　また、人間の未来は、多くの可能性を秘めており、不確実であるが故に、可能性を過大に評価していないだろうか。我々人類が得ることのでき

る知識の限界や、量をはかり、提示することはできるのであろうか。

　コンピュータを利用した技術は、日進月歩の進展を見せており、人工知能や人工生命あるいはロボットなど、情報に関わる技術は、映画

「２００１年宇宙の旅」や「マトリックス」のように、人類を脅かすものとなっていくのだろうか。コンピュータの能力は人間の能力に匹敵するものなの

だろうか。このような答えの一端をこの授業で明らかにしていく。

特になし

授業は欠席しない。特定の内容がそのとき理解しにくくても、全体として理解できる。繰り返して説明をするので、続けて出席すること。

積み上げ式なので、授業を遅れたり休んだりすると理解しにくい。また、問題には積極的にチャレンジして欲しい。授業を毎回まじめに聞くことが

重要。教科書に沿って授業を行う。

単位数 /  Credit 2

情報科学 (J)

担当者名 /  Instructor 吉田 要

13422

情報化とはどのようなことか。また、情報化の進んでいく方向を見極める目を養うことを目的とし、情報処理のメカニズムについて理解を深める。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

情報科学で扱うこと

情報　表現　処理　アナログとデジタル　連続と離散

2

情報概念出現の歴史的背景と科学的背景

物質　エネルギー　情報　汎用化

3

情報とネット社会の現状

世界的盗聴システム　エシュロン　情報の表現と人類の

限界　情報公開とプライバシー保護

4

情報の表現をどのようにするか

符号化と復号化　　暗号　個人認証

5

適な情報の表現について考える

コンパクト符号　ハフマンの符号化法　情報の圧縮

6

情報の価値を科学的に量るために

情報量　エントロピー　生起確率

7

情報量を求めてみる

TV　光の三原色　DVD 　CD サイコロ　

8

機械的情報処理のメカニズム

人工生命　複雑系　オートマン　セルオートマン

9

オートマトンによる情報処理の表現

状態図　オートマトンによる認識　形式言語

10

生物の情報処理のメカニズムを真似て

脳　マカロックとピッツ　神経回路網　人工知能　生物知

能　自動機械

11

コンピュータの原理を考える

チューリングマシン　　コンピュータ

12

人間と計算機の情報処理能力の比較

チューリングテスト　ゲーデル

13

人間とコンピュータの情報処理能力を比較する２

人間の能力　計算機の能力

14

人間とコンピュータの情報処理能力を比較する3

クリーニーの定理

15

授業で扱った内容の関係について整理

質問の受け付けおよび疑問点の解消

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 90 ％

平常点評価 随時、問題を解いてもらう。正解は加点をする。小テストを行う。10 ％
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必ず、復習をすること。授業中にわからなければ手を上げるなどして確認をすること。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報学概論・Prologプログラミング 吉田要／八千代出版／4-8429-0874-2／生協書籍部にて

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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社会は急速に情報化社会に移行している。すなわち、大量生産による効率向上を目指した社会から、個性化重視の情報化社会に移りつつあ

る。

本科目では、情報化社会を支える情報技術について学ぶとともに、情報技術によって人々の社会生活がどのように変わってきているのかを、具

体的な例をあげて考察する。

情報処理、情報リテラシーの技術を身につけているとより理解が深まるが、本科目を履修する上においては必須ではない。

レポートの提出に利用する予定であるWebCT等の詳細な使い方は授業の中で説明する。 

●授業を受講する前に閲覧・利用が望まれるWebサイト等がある場合は、事前に指示する。

●授業の内容を復習するとともに、授業で紹介したWebサイトやサービスを、マルチメディアルーム等で可能な限り実際に利用して欲しい。

単位数 /  Credit 2

情報技術と社会 (S)

担当者名 /  Instructor 杉本 英昭

13497

1.情報社会を支えるコンピュータおよびネットワークの基本的な仕組みを理解し、説明できる。

2.情報技術を活用した製品やサービスが社会に与える影響について理解し、説明できる。

3.情報社会の進展にともなう課題とその対策について理解し、説明できる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

授業の概要と導入（授業の進め方、評価方法、WebCTに

ついて）、情報技術とは

IT、ICT

第2回

ハードウェアの基礎

コンピュータの歴史、ノイマン型コンピュータ、コンピュー

タの５大装置

第3回

ソフトウェアの基礎

基本ソフトウェア、応用ソフトウェア、ユーザビリティ、ア

クセシビリティ

第4回

ネットワークの基礎（１）

インターネット、World Wide Web、クラウドコンピューティ

ング

第5回

ネットワークの基礎（２）

プロトコル、TCP/IP、パケット、IPアドレス、ドメイン、

DNS、ルーティング

第6回

ネットワークの活用（１）

ソーシャルメディア

第7回

ネットワークの活用（２）

ソーシャルメディア

第8回

中間のまとめ

これまでのまとめと、レポート課題の出題

第9回

情報技術とセキュリティ

個人情報の保護、コンピュータウィルス

第10回

ICタグ

RFID、ICタグ、ICカード

第11回

広告分野における情報技術の活用

インターネット広告、デジタルサイネージ

第12回

行政分野における情報技術の活用

電子政府、電子自治体、デジタルディバイド、電子投票

第13回

医療分野における情報技術の活用

CTスキャナ、MRI、電子カルテ

第14回

情報技術と著作権

著作権、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

第15回

新の技術動向とまとめ

授業で取り上げたテーマのまとめと 新の技術動向に

ついて

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） （１）授業で説明した情報技術やそれらを用いた製品・サービスの基本的な知識を問う。

（２）授業で説明した情報技術を用いた製品・サービスが社会に与える影響（長所、短所、問題

75 ％
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QRコードシールは必ず持参すること。QRコードシール添付無き提出物については受け取らない場合がある。

教科書は使用しない。

授業中に適宜プリントを配布する。

あくまでも「参考」書であり、購入の必要はない。

授業で取り扱う各テーマについて、さらに詳しく知りたい人は読んでほしい。

上記のほかにも、授業中に適宜、参考文献を紹介する予定である。

日経ＢＰ記事検索サービス　：　http://bizboard.nikkeibp.co.jp/daigaku/

（日経BP社発行雑誌のバックナンバーの全文記事検索サービス。授業内容に関連した記事を紹介するので利用して欲しい）

[情報技術に関するニュースサイト]

IT media ニュース　：　http://www.itmedia.co.jp/news/

CNET Japan　：　http://japan.cnet.com/

ITpro　：　http://itpro.nikkeibp.co.jp/

[情報技術の用語辞典サイト]

IT用語辞典 e-Words　：　http://e-words.jp/

上記サイトの他にも、参考になるWebサイトやWebページ（記事）を授業の中で紹介する。

「参考になるWWWページ」で紹介している情報技術に関するニュースサイトを閲覧するなどして、日頃から情報技術に関するニュースに関心を

持って欲しい。

授業終了後教室にて。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

点など）について説明できるかを問う。

平常点評価 （１）与えたテーマ（課題）について実際のWebサービス等を利用し、その長所・短所や問題点の

指摘および改善のための提言ができているかを問うレポートを課す。（課題内容は第8回の授

業中に説明する。WebCTを使って提出を受け付ける予定である）[15%]

（２）授業中の演習等、授業への参加度を考慮する[10％]

25 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報科学の基礎　改訂版 井内 善臣／実教出版／978-4407320886／情報科学の基礎について詳しく解説され

ている。情報とは何か？、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、データベース、コン

ピュータプログラミングなど取り上げている分野も幅広い。

情報社会を読み解く　改訂版 古藤 泰弘／学文社／978-4762021602／「情報社会」について、人間関係や法的な観

点など様々な角度から考察している。情報社会で生活するために読み取き、判断や行

動の根拠とすべきことがらについてまとめられている。

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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経営学等で応用されているゲーム理論の入門として、有限ゼロ和２人ゲームの考え方を紹介する。

高校１年生レベルの数学。

テキストは使用しない。

単位数 /  Credit 2

情報の数理 (GA)

担当者名 /  Instructor 高山 幸秀

16244

高校１年生レベルの数学を使うことによって、現実の問題をどのようにとらえ、解決できるかを理解する。

研究室はＢＫＣにあり、講義のある日しか衣笠キャンパスには行きません。

下記のアドレスにメールをもらえば、多くの場合１、２日以内に返事をします。

takayama@se.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1～2回

野球における配球問題。

２人ゲーム、利得関数、利得行列

3～7回

ミニマックス原理

有限ゼロ和２人ゲーム、ミニマックス原理、

8～11回

シャーロック・ホームズ 後の事件

ミニマックス原理の限界

12～15回

期待効用原理（確率概念の導入）

確率、期待値、くじによる戦略の選択

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義で紹介する具体例が理解できているかどうかをみる。90 ％

平常点評価 簡単なレポートのようなものを提出させるかも知れません。10 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ゲーム理論入門 鈴木光男／共立全書／／絶版状態だったが、 近、復刻版が出たようである。

その他 ／ Other
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素数が無限に存在することは、古くから知られている。しかし、素数が自然数の中でどのように分布しているかについては、大まかなことしか分

かっておらず、リーマン予想と呼ばれる難問として残されている。この講座では、素数が無限に存在することの証明を紹介しながら、整数の性質

について考えるとはどういうことかを学ぶ。時間があれば、素数の不思議を応用した暗号理論の例として、ＲＡＳ暗号理論を紹介する。

高校１年程度の数学を何となく覚えていることが望ましい。高校２年まで数学を履修しておれば、なお良いが、特に必須というわけでもない。

ＰＤＦファイルでレジュメ配布予定。

とくになし。

単位数 /  Credit 2

数理の世界 (GA)

担当者名 /  Instructor 高山 幸秀

15975

計算、公式、解法の暗記、受験勉強といった中学・高校時代のしがらみを忘れ、いま一度、数学を「論理によって真理を探究する営み」として、高

い視点から捉えなおすこと。

メールアドレス

takayama@se.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1～10回

素数が無限に存在すること

整数、自然数、素数

11～12回

剰余系

数の合同関係

13～15回

素数の不思議を使って暗号をつくる

公開鍵暗号、暗号化、復号化、ＲＳＡ暗号

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） この講座を通して、数学とは何か？という問題を自分なりに深く考えたかどうかを、重点的に評

価します。

80 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパー等を使って、毎回の講義を聞いて何を学び何を考えたかを問う。あ

るいは、課題図書を指定して、レポート提出を求めるかも知れない。

20 ％

その他 ／ Other
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生物個体から視野を広げて生態系に関する項目を学習する。具体的には、生物個体の話題から出発して、生物集団、生態系、その中を循環す

る種々の元素、またエネルギーの流れについて理解を深める。一方、地球環境が46億年の間にどのように変遷し、現在に至ったのか、その間に

生物がどのように進化してきたのかについても理解を深める。さらに、現在の地球環境がどのように維持されているのか、また地球環境と人間

社会の関連についても考察できる素養を身につける。

単位数 /  Credit 2

生命科学（生物と生態系） (GA)

担当者名 /  Instructor 来田村 輔

14571

「生物個体から生態系」、「生物進化」、さらに「地球環境」に関する基礎的事項を理解し、生命に関する新聞記事や各種報道に対応できる素養を

身に付ける。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第０１回

講義の進め方、評価法の説明、細胞生命の共通原理1

細胞をつくる元素

第０２回

細胞生命の共通原理2

細胞をつくる高分子

第０３回

細胞生命の共通原理3

生体膜と物質輸送

第０４回

細胞生命の共通原理4

細胞のエネルギー生産

第０５回

生物の進化1

地球の誕生、生命の起源

第０６回

生物の進化2

地球環境の変遷と生物の進化

第０７回

生物の進化3

光合成と地球環境、生物の進化

第０８回

地球上での物質循環1

環境、生物群集、生態系

第０９回

地球上での物質循環2

炭素の循環

第１０回

地球上での物質循環3

窒素の循環

第１１回

地球上での物質循環4

物質循環の場（陸圏、水圏）の特徴

第１２回

地球上での物質循環4

物質循環の場（陸圏、水圏）の特徴

第１３回

地球環境と人間社会1

ジャガイモとヨーロッパ文明、リンと農業、江戸のリサイ

クル

第１４回

地球環境と人間社会2

炭素循環と森林、森林が持つ様々な機能

第１５回

地球環境と人間社会3

森林と人間社会、文明との関係

第１６回

定期試験

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 内容理解の程度、論理の明確さ100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

環境微生物学 久保幹・森崎久雄・久保田謙三・今中忠行著／化学同人／／



2012 年度シラバス立命館大学

 生物個体から視野を広げて生態系に関する項目を学習する。具体的には、生物個体の話題から出発して、生物集団、生態系、その中を循環す

る種々の元素、またエネルギーの流れについて理解を深める。一方、地球環境が46億年の間にどのように変遷し、現在に至ったのか、その間に

生物がどのように進化してきたのかについても理解を深める。さらに、現在の地球環境がどのように維持されているのか、また地球環境と人間

社会の関連についても考察できる素養を身につける。

単位数 /  Credit 2

生命科学（生物と生態系） (GB)

担当者名 /  Instructor 吉田 真

17297

「生物個体から生態系」、「生物進化」、さらに「地球環境」に関する基礎的事項を理解し、生命に関する新聞記事や各種報道に対応できる素養を

身に付ける。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第０１回

講義の進め方、評価法の説明、細胞生命の共通原理1

細胞をつくる元素

第０２回

細胞生命の共通原理2

細胞をつくる高分子

第０３回

細胞生命の共通原理3

生体膜と物質輸送

第０４回

細胞生命の共通原理4

細胞のエネルギー生産

第０５回

生物の進化1

地球の誕生、生命の起源

第０６回

生物の進化2

地球環境の変遷と生物の進化

第０７回

生物の進化3

光合成と地球環境、生物の進化

第０８回

地球上での物質循環1

環境、生物群集、生態系

第０９回

地球上での物質循環2

炭素の循環

第１０回

地球上での物質循環3

窒素の循環

第１１回

地球上での物質循環4

物質循環の場（陸圏、水圏）の特徴

第１２回

地球上での物質循環4

物質循環の場（陸圏、水圏）の特徴

第１３回

地球環境と人間社会1

ジャガイモとヨーロッパ文明、リンと農業、江戸のリサイ

クル

第１４回

地球環境と人間社会2

炭素循環と森林、森林が持つ様々な機能

第１５回

地球環境と人間社会3

森林と人間社会、文明との関係

第１６回

定期試験

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 内容理解の程度、論理の明確さ100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

myoshida@sk.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

環境微生物学 久保幹・森崎久雄・久保田謙三・今中忠行著／化学同人／／

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

生物個体から生物を構成する中身（分子）に関する項目を学習する。「そもそも生物とは？」いう問から始まり、生物のからだのつくりを考える。具

体的には、生物個体（動物や植物自身）から出発して、その内部構造（細胞や遺伝子）へと展開する生命科学の基盤となる内容である。引き続

き、生物・生命のもう一つの特性である「増殖と遺伝」や「代謝」について解説を進める。そして、応用編として「人間と医療」に関わる諸課題につ

いて考察していく。

特になし

特になし

講義中に指示する。

単位数 /  Credit 2

生命科学（分子と生命） (GA)

担当者名 /  Instructor 藤田 典久

13459

「生物個体から分子」に関する基礎的事項をきっちりと理解し、生命に関する新聞記事や各種報道に対応できる素養を身に付ける。

特になし

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1回目

生命とは

教員自己紹介、授業内容の説明、生命の定義、生命科

学の流れ

2回目

生物とは　細胞とは

細胞の発見、植物細胞／動物細胞、多細胞生物／単

細胞生物

3回目

生体を構成する物質

核、オルガネラ、生体膜、細胞骨格、細胞の構造

4回目

遺伝と遺伝子

メンデルの法則、対立遺伝子、連鎖

5回目

遺伝子の本体：DNA

DNAの二重らせん構造、遺伝子のはたらき、翻訳、発現

調節

6回目

タンパク質の構造と機能

タンパク質とは、酵素とタンパク質、酵素の反応速度論

7回目

代謝と酵素の働き

生体の代謝、酵素反応、補酵素

8回目

物質代謝とエネルギー代謝

呼吸と光合成、ATP

9回目

生体膜輸送

生体膜の構造、膜を介した物質輸送

10回目

シグナル伝達

シグナル伝達、細胞機能

11回目

細胞の生理学1

細胞分裂と細胞周期、アポトーシス

12回目

細胞の生理学2

細胞の分化と臓器

13回目

細胞の機能調節

くすりの作用と細胞の機能

14回目

生物としてのヒト1

ヒトゲノム、テーラーメイド医療、遺伝子工学

15回目

生物としてのヒト2

臓器移植、iPS細胞、生命倫理

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験の結果から判断する。100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

講義中に資料を配布する。

特になし

特になし

特になし

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生命科学１　―生物個体から分子へ― 生命科学編集委員会／コロナ社／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生命体の科学と技術 保幹・吉田真著／培風館／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet



2012 年度シラバス立命館大学

生物個体から生物を構成する中身（分子）に関する項目を学習する。「そもそも生物とは？」いう問から始まり、生物のからだのつくりを考える。具

体的には、生物個体（動物や植物自身）から出発して、その内部構造（細胞や遺伝子）へと展開する生命科学の基盤となる内容である。引き続

き、生物・生命のもう一つの特性である「増殖と遺伝」や「代謝」について解説を進める。そして、応用編として「人間と医療」に関わる諸課題につ

いて考察していく。

特になし

単位数 /  Credit 2

生命科学（分子と生命） (GB)

担当者名 /  Instructor 高桑 正樹

16053

「生物個体から分子」に関する基礎的事項をきっちりと理解し、生命に関する新聞記事や各種報道に対応できる素養を身に付ける。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1回目

生命とは

教員自己紹介、授業内容の説明、生命の定義、生命科

学の流れ

2回目

生物とは　細胞とは

細胞の発見、植物細胞／動物細胞、多細胞生物／単

細胞生物

3回目

生体を構成する物質

核、オルガネラ、生体膜、細胞骨格、細胞の構造

4回目

遺伝と遺伝子

メンデルの法則、対立遺伝子、連鎖

5回目

遺伝子の本体：DNA

DNAの二重らせん構造、遺伝子のはたらき、翻訳、発現

調節

6回目

タンパク質の構造と機能

タンパク質とは、酵素とタンパク質、酵素の反応速度論

7回目

代謝と酵素の働き

生体の代謝、酵素反応、補酵素

8回目

物質代謝とエネルギー代謝

呼吸と光合成、ATP

9回目

生体膜輸送

生体膜の構造、膜を介した物質輸送

10回目

シグナル伝達

シグナル伝達、細胞機能

11回目

細胞の生理学1

造血幹細胞、赤血球、血液型、白血球

12回目

細胞の生理学2

リンパ球、リンパ系、Ｔ細胞、Ｂ細胞、胸腺

13回目

細胞の機能調節

免疫システム、ＨＬＡ、抗体

14回目

生物としてのヒト1

「自己」と「非自己」、臓器移植と拒絶反応、再生医療

15回目

生物としてのヒト2

自己免疫病、アレルギー、ガン

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生命科学１　―生物個体から分子へ― 生命科学編集委員会／コロナ社／／



2012 年度シラバス立命館大学

授業時間外での質問などは下記へ

WebMAIL: mtt05712@pl.ritsunei.ac.jp ；高桑正樹

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生命体の科学と技術 久保幹・吉田真　編／培風館／／

免疫・「自己」と「非自己」の科学 多田富雄／日本放送出版協会／4-14-001912-3／ＮＨＫブックス912

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other



2012 年度シラバス立命館大学

生命科学と医療技術の進展に伴って様々な問題が生じている。これらの諸問題は、私たちの「自由」の範囲について、あらためて根本的なレベ

ルから考察し直すことを迫っている。本講義では、生命科学によって提起されている具体的な問題の検討を通して、①個人の自由の範囲はどこ

までに及ぶのか、②そしてその範囲を決める根拠は何かという問題について考え、実質的な解答の可能性を探究する。

講義前半では主に出生・生殖をめぐる諸問題を扱い、後半では「死」をめぐる諸問題を扱う。具体的な問題を通して、より広く、社会の望ましいあ

り方について、その背景となる価値観も含めて考える。

科学技術と倫理

講義内で紹介する参考文献をあたるなどして積極的な姿勢で授業に臨むこと。

単位数 /  Credit 2

生命科学と倫理 (S)

担当者名 /  Instructor 堀田 義太郎

13628

個人主義的な「自己決定・自己責任」の原則のおよぶ範囲（その意義と限界）について、近代社会の価値規範や構造と優生学（優生思想）の関

係の把握を通して理解すること。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

イントロダクション――生命科学技術と倫理をめぐる問い

の構造

【キーワード】科学・技術・倫理、真偽・可否・是非

２

生命科学の倫理問題の背景

【キーワード】　人体実験・自己決定権・インフォームドコ

ンセント

３

生命科学の倫理問題の展開

【キーワード】　自己決定権尊重原則の意義と問題点

４

生殖への自由（1）

【キーワード】　人工妊娠中絶反対論と擁護論

５

生殖への自由（2）

【キーワード】　人工妊娠中絶の是非論

６

生殖への自由（3）

【キーワード】　出生前診断・選択的人工妊娠中絶

７

生殖への自由（4）

【キーワード】優生学と自由

８

代理母と臓器売買

【キーワード】　自己決定の内容と条件

９

中間考察

【キーワード】身体の自己所有権、リベラリズム、リバタ

リアニズム

１０

死の自己決定（1）

【キーワード】　脳死と臓器移植

１１

死の自己決定（2）

【キーワード】　安楽死と尊厳死

１２

死の自己決定（3）

【キーワード】　安楽死と尊厳死

１３

死の自己決定（4）

１４

自立への問い

【キーワード】　家族・障害・自立生活

１５

総合的検討／まとめ

【キーワード】功利主義・権利論・義務論・正義・配慮（ケ

ア）・分配

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 90 ％

平常点評価 授業への積極的な参加を評価します。10 ％



2012 年度シラバス立命館大学

基本的に毎回プリント・資料を配布します。

講義で配布する資料や、講義中に紹介する書籍や論文を読み、授業に臨む必要がある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生命倫理とは何か 市野川容孝編／平凡社／4582702422／

はじめて出会う生命倫理 玉井真理子・大谷いづみ編／有斐閣／／

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

産業社会学部では，多言語，多文化の理解に力を入れています。世界の主要言語について基礎的な知識を持つことは，現在の国際化時代に極

めて重要です。複数の言語を知ることは複眼的思考をすることに繋がります。

 今の世の中では英語のできる人材は溢れています。さらにもう１ヶ国語のできる人材こそ必要とされていると言えるでしょう。

 ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、朝鮮語の五つの言語とそれらの国の文化について、リレー方式で講義を行います。この科目は国際

化入門科目ですので，特に国際問題に興味がある方には受講を奨励します。

＊定期試験として実施します。

＊筆記試験による評価で、配点は、講義内容(各論＝各国語)の基礎知識の確認が六割、講義内容（総論＝第１３回～第１５回講義）と関連し

た論述が四割となります。

初めて聞くような内容なので、参考書を読んでください。

単位数 /  Credit 2

世界の言語と文化 (S)

担当者名 /  Instructor 文 楚雄、久津内 一雄、高橋 憲、仲井 邦佳、南 裕恵

16168

平和と民族共存に不可欠な異文化理解・多言語・多文化共生の可能性を探ります。

とにかく参考書を読んでください。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

導入＋中国語①

言語

２

中国語②

歴史

３

中国語③

文化

４

スペイン語①

言語

５

スペイン語②

歴史

６

スペイン語③

文化

７

ドイツ語①

言語

８

ドイツ語②

歴史

９

ドイツ語③

文化

１０

朝鮮語①

言語

１１

朝鮮語②

歴史

１２

朝鮮語③

文化

１３

総論①＋フランス語①

言語

１４

総論②＋フランス語②

歴史

１５

総論③＋フランス語③

文化

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％
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講義時随時レジュメを配布します。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

言語学とは何か 田中克彦／岩波新書 1993年／／

ことばと国家 田中克彦／岩波新書 1981年／／

ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ「論理哲学論考」を読む 野矢茂樹／ちくま学芸文庫 2002年／／

時間論 中島義道／ちくま学芸文庫 2002年／／

寝ながら学べる構造主義 内田樹／文春新書 2002年／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

　戦争の歴史を振り返ってみると、「形の上では」主権平等の国家間の戦争から、「非対称的な」戦争へと変化している。特に同時多発テロ以降、

テロ組織に対する「戦争」が議論されるようになってきているのである。さらに、近年では、中国の脅威がことさらに論じられる。

　いずれにせよ、戦争の問題を考えるときに、国際関係論の枠組みを考えなければならないが、同時に、戦争には犠牲者がともない、基地が存

在することにともなう基地被害の問題も看過することのできない問題である。

　今年は、沖縄の施政権が日本に返還されて、40年の節目を迎える年でもあるので、日本の安全保障の問題を、沖縄の視点から捉え直してみ

たい。沖縄の基地問題は、本来は、日米両政府によって解決すべき問題であるが、日米安保体制による過重な負担を沖縄にだけ押しつけてい

いのかという、日本の民主主義のありかたが問われる問題でもあることに留意したい。

「平和学入門」（産業社会学部、文学部）をあわせて履修すると、平和学の全体像を捉えることができる。

（法学部の学生は、専門科目として「平和学」がある。また、政治外交史の講義を履修しておくとよい）

講義に関する必要な連絡、平常点レポートの提出は、すべてWebCTを通じて行うので、毎週１回はWebCTをみること。

積極的な、ディスカッション・ボードへの書き込みを期待する。（話題提供として）

新聞、ニュース、インターネットなどの情報に目を通す習慣を身につけること。

単位数 /  Credit 2

戦争の歴史と現在 (GA)

担当者名 /  Instructor 池尾 靖志

13407

１）自ら、進んで新聞やニュースの政治欄や国際欄などを読み、自分なりの意見を形成できるように、また、他者に、自らの主張を、感情論ではな

く、論理的かつ説得的に説明できるようになること。

２）戦争形態の変化がなぜ起こってきたのか、国際情勢の変化に敏感になること。

３）翻って、日本国内の状況、特に、若者の「真剣な話」をけむたがる風潮はなぜなのかを、自分自身の問題と絡めて考えられるようになること。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回 

日米安保体制と沖縄

米軍再編、普天間、辺野古、高江、岩国、SACO合意

第2回 

沖縄における米軍基地被害の日常　〜北部訓練場にお

けるヘリパッド建設を事例に〜

北部訓練場、ヘリパッド建設、オスプレイ、高江、辺野

古、伊江島、岩国、

第3回

戦争の文化と平和の文化

戦争の記憶と和解、沖縄戦、南京大虐殺

第4回 

戦争の違法化

正戦論、無差別戦争観、国際組織の形成、集団安全保

障、理想主義と現実主義

第5回 

戦後国際秩序の形成（１）

ヤルタ会談、冷戦の始まり

第6回 

戦後国際秩序の形成（２）

（古典的）リアリズムとネオリアリズム

第7回 

冷戦秩序（１）

核による平和、抑止力、集団的自衛権、ゲームの理論、

囚人のジレンマ、チキンゲーム

第8回 

冷戦秩序（２）

植民地からの独立戦争、ベトナム戦争、アメリカによる

沖縄の占領政策

第9回 

冷戦秩序の崩壊：なぜ、ネオリアリズムは、冷戦の崩壊を

予測できなかったのか 

分析レベル問題、トランスナショナルな連帯

第10回 

ポスト冷戦期の国際秩序形成

「世界の警察官」、湾岸戦争

第11回 

大量破壊兵器の拡散と不拡散

核兵器不拡散、国際レジーム、ABC兵器

第12回 

小型武器の拡散問題

小型武器、子ども兵、DDR

第13回 

テロリズムと「新しい戦争」

テロリズム、「新しい戦争」、同時多発テロ

第14回 

アメリカの一国行動主義と有志連合

ブッシュ大統領、一国行動主義、有志連合、小泉政権、

民主党政権の安全保障政策

第15回 

中国は、世界秩序の攪乱要因なのか

米軍再編、動的防衛力、島嶼防衛、尖閣諸島



2012 年度シラバス立命館大学

レポートは、小論文形式の文体を求め、参考文献リストを明記すること。レポートを課す 初の講義のときに説明する。

字数は、いずれも２０００字程度。（長くても、論理的であればかまわないが、分量不足は減点する。）コースツール上に提出すること。

これ以外の参考文献については、講義について随時紹介する。

担当者のホームページ（http://www.yikeo.com）を参照のこと。

国際／国内政治状況の変化によって、内容を入れ替えたり、講義内容を追加することがあるので、注意すること。特に、今年は、沖縄の動きが

日米両政府の関係に大きく影響を与える年となるため、ニュースや新聞記事、また、図書館にある沖縄タイムスの記事などを注意してみておくこ

と。

新聞やニュースの政治欄や国際欄に目を通しておくこと。

テキストを必ず持参すること。ノートを持参し、パワーポイント以外の補足事項は板書するので、ノートをとること。

パワーポイントは、講義後、コースツールからダウンロードできるようにしますが、講義で見せるYouTubeなどの動画、視聴覚教材など、著作権法

に抵触するものは載せられないので、講義において視聴すること。

コースツール上で受講生と情報を共有することが望ましい。（掲示板機能を使うこと。）

また担当者のホームページに記載してあるメールアドレスに直接メールをしてくれてもかまわない。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義を通して、どの程度、自分なりにニュースや新聞を読み、自分の頭で考えたのかを問う論

述２問。

自分の言葉で表現することを重視する。

持ち込みは今年から不可とする。

80 ％

平常点評価 コースツールを通じて３回課す。そのうち、 低２回以上提出すること。（３回提出した場合に

は、１１０点満点で計算し、１００点を超えた場合には、１００点とする）

１回のレポートは2000字以上とし、参考文献を3冊以上（HPの場合にはアドレス）挙げて、レポー

トの 後に明記すること。

20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

平和学をつくる 池尾靖志編／晃洋書房／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

国際紛争 ジョセフ・ナイ／ 有斐閣／／＊原著がかなりの頻度で改訂され、それに応じて翻訳版

も新しく出版されているので、できるだけ、新しい版を参照すること。また、大学院を志

望する人は、原著はさほど分厚くないので、原著（英書）で読むことをおすすめする。

戦争の記憶と和解 池尾靖志編／晃洋書房／／特に１章を、講義開始前に読んでおくこと。図書館にある

はずです。

「帝国」の国際政治学 山本吉宣／東信堂／／

地域から平和をきずく 池尾靖志・伊波洋一・井原勝介／晃洋書房／／

日米同盟再考 土山 實男監修／亜紀書房／978-4750510071／

安全保障の国際政治学―焦りと傲り 土山 實男／有斐閣／978-4641076792／

砂上の同盟：米軍再編が明かすウソ 屋良朝博／沖縄タイムス社／978-4-87127-193-6／

「アメとムチ」の構図：普天間移設の内幕 渡辺豪／沖縄タイムス社／978-4-87127-189-9／

アメリカ外交と21世紀の世界 五十嵐武士編／昭和堂／4-8122-0623-5／

The politics of nonviolent action ／／／

不愉快な現実：中国の大国化、米国の戦略転換 孫崎享／講談社／078-4-06-288149-4／

学生との直接対話／Talk with Students
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　戦争の歴史を振り返ってみると、「形の上では」主権平等の国家間の戦争から、「非対称的な」戦争へと変化している。特に同時多発テロ以降、

テロ組織に対する「戦争」が議論されるようになってきているのである。さらに、近年では、中国の脅威がことさらに論じられる。

　いずれにせよ、戦争の問題を考えるときに、国際関係論の枠組みを考えなければならないが、同時に、戦争には犠牲者がともない、基地が存

在することにともなう基地被害の問題も看過することのできない問題である。

　今年は、沖縄の施政権が日本に返還されて、40年の節目を迎える年でもあるので、日本の安全保障の問題を、沖縄の視点から捉え直してみ

たい。沖縄の基地問題は、本来は、日米両政府によって解決すべき問題であるが、日米安保体制による過重な負担を沖縄にだけ押しつけてい

いのかという、日本の民主主義のありかたが問われる問題でもあることに留意したい。

「平和学入門」（産業社会学部、文学部）をあわせて履修すると、平和学の全体像を捉えることができる。

（法学部の学生は、専門科目として「平和学」がある。また、政治外交史の講義を履修しておくとよい）

講義に関する必要な連絡、平常点レポートの提出は、すべてWebCTを通じて行うので、毎週１回はWebCTをみること。

積極的な、ディスカッション・ボードへの書き込みを期待する。（話題提供として）

新聞、ニュース、インターネットなどの情報に目を通す習慣を身につけること。

単位数 /  Credit 2

戦争の歴史と現在 (GB)

担当者名 /  Instructor 池尾 靖志

13460

１）自ら、進んで新聞やニュースの政治欄や国際欄などを読み、自分なりの意見を形成できるように、また、他者に、自らの主張を、感情論ではな

く、論理的かつ説得的に説明できるようになること。

２）戦争形態の変化がなぜ起こってきたのか、国際情勢の変化に敏感になること。

３）翻って、日本国内の状況、特に、若者の「真剣な話」をけむたがる風潮はなぜなのかを、自分自身の問題と絡めて考えられるようになること。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回 

日米安保体制と沖縄

米軍再編、普天間、辺野古、高江、岩国、SACO合意

第2回 

沖縄における米軍基地被害の日常　〜北部訓練場にお

けるヘリパッド建設を事例に〜

北部訓練場、ヘリパッド建設、オスプレイ、高江、辺野

古、伊江島、岩国、

第3回

戦争の文化と平和の文化

戦争の記憶と和解、沖縄戦、南京大虐殺

第4回 

戦争の違法化

正戦論、無差別戦争観、国際組織の形成、集団安全保

障、理想主義と現実主義

第5回 

戦後国際秩序の形成（１）

ヤルタ会談、冷戦の始まり

第6回 

戦後国際秩序の形成（２）

（古典的）リアリズムとネオリアリズム

第7回 

冷戦秩序（１）

核による平和、抑止力、集団的自衛権、ゲームの理論、

囚人のジレンマ、チキンゲーム

第8回 

冷戦秩序（２）

植民地からの独立戦争、ベトナム戦争、アメリカによる

沖縄の占領政策

第9回 

冷戦秩序の崩壊：なぜ、ネオリアリズムは、冷戦の崩壊を

予測できなかったのか

分析レベル問題、トランスナショナルな連帯

第10回 

ポスト冷戦期の国際秩序形成

「世界の警察官」、湾岸戦争

第11回 

大量破壊兵器の拡散と不拡散

核兵器不拡散、国際レジーム、ABC兵器

第12回 

小型武器の拡散問題

小型武器、子ども兵、DDR

第13回 

テロリズムと「新しい戦争」

テロリズム、「新しい戦争」、同時多発テロ

第14回 

アメリカの一国行動主義と有志連合

ブッシュ大統領、一国行動主義、有志連合、小泉政権、

民主党政権の安全保障政策

第15回 

中国は、世界秩序の攪乱要因なのか

米軍再編、動的防衛力、島嶼防衛、尖閣諸島
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レポートは、小論文形式の文体を求め、参考文献リストを明記すること。レポートを課す 初の講義のときに説明する。

字数は、いずれも２０００字程度。（長くても、論理的であればかまわないが、分量不足は減点する。）コースツール上に提出すること。

これ以外の参考文献については、講義について随時紹介する。

担当者のホームページ（http://www.yikeo.com）を参照のこと。

国際／国内政治状況の変化によって、内容を入れ替えたり、講義内容を追加することがあるので、注意すること。特に、今年は、沖縄の動きが

日米両政府の関係に大きく影響を与える年となるため、ニュースや新聞記事、また、図書館にある沖縄タイムスの記事などを注意してみておくこ

と。

新聞やニュースの政治欄や国際欄に目を通しておくこと。

テキストを必ず持参すること。ノートを持参し、パワーポイント以外の補足事項は板書するので、ノートをとること。

パワーポイントは、講義後、コースツールからダウンロードできるようにしますが、講義で見せるYouTubeなどの動画、視聴覚教材など、著作権法

に抵触するものは載せられないので、講義において視聴すること。

コースツール上で受講生と情報を共有することが望ましい。（掲示板機能を使うこと。）

また担当者のホームページに記載してあるメールアドレスに直接メールをしてくれてもかまわない。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義を通して、どの程度、自分なりにニュースや新聞を読み、自分の頭で考えたのかを問う論

述２問。

自分の言葉で表現することを重視する。

80 ％

平常点評価 コースツールを通じて３回課す。そのうち、 低２回以上提出すること。（３回提出した場合に

は、１１０点満点で計算し、１００点を超えた場合には、１００点とする）

１回のレポートは2000字以上とし、参考文献を3冊以上（HPの場合にはアドレス）挙げて、レポー

トの 後に明記すること。

20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

平和学をつくる 池尾靖志編／晃洋書房／／

自治体の平和力 池尾靖志／岩波ブックレット／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

国際紛争 ジョセフ・ナイ／ 有斐閣／／＊原著がかなりの頻度で改訂され、それに応じて翻訳版

も新しく出版されているので、できるだけ、新しい版を参照すること。また、大学院を志

望する人は、原著はさほど分厚くないので、原著（英書）で読むことをおすすめする。

戦争の記憶と和解 池尾靖志編／晃洋書房／／特に１章を、講義開始前に読んでおくこと。図書館にある

はずです。

「帝国」の国際政治学 山本吉宣／東信堂／／

地域から平和をきずく 池尾靖志・伊波洋一・井原勝介／晃洋書房／／

日米同盟再考 土山 實男監修／亜紀書房／978-4750510071／

安全保障の国際政治学―焦りと傲り 土山 實男／有斐閣／978-4641076792／

砂上の同盟：米軍再編が明かすウソ 屋良朝博／沖縄タイムス社／978-4-87127-193-6／

「アメとムチ」の構図：普天間移設の内幕 渡辺豪／沖縄タイムス社／978-4-87127-189-9／

アメリカ外交と21世紀の世界 五十嵐武士編／昭和堂／4-8122-0623-5／

The politics of nonviolent action ／／／

不愉快な現実：中国の大国化、米国の戦略転換 孫崎享／講談社／978-4-06-288149-4／

学生との直接対話／Talk with Students
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地球変動学

　地球表層で生起しているさまざまな変動についてプレートテクトニクスを基礎として理解することを目指す。

　はじめに地球についての全体像を解説するほか、現在の地球表層の自然環境がどのように変化して出来上がってきたかを概観する。その後、

プレート同士の相互運動により、プレート境界周辺で集中的にさまざまな変動が起きることを学ぶ。

　とくに日本列島とその周辺は、世界的に見てもプレート境界で起こる諸現象、すなわち変動がとくに集中しているところである。そこで日本列島

の形成と現在生起している変動の特徴についても学ぶ。

授業では時間の都合で扱いきれなかったトピック的なテーマについてショートレポートを課すことがある。原則として定期試験だけで成績評価

をするが、もしレポートを課した場合は、２０％を目安としてレポート点とし、定期試験との合計で１００％とする。

参考書等による復習が必要。 

単位数 /  Credit 2

地球科学 (S)

担当者名 /  Instructor 桂 郁雄

13533

地球の全体像と共に、地球の各部分が相互に関連して全体が成り立っていることを理解し、説明できる。

地球科学の特殊性を理解すると共に、物理や化学といった面から地球を理解し、説明できる。

地球科学全般にわたる基本的な知識、考え方を習得し、説明できる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

       1

はじめに－地球システムについて

岩石圏、地殻、マントル、核、プレート、水圏、大気圏、

磁気圏、生物圏

       2

地球と太陽系の誕生と進化

原始太陽系星雲、微惑星、衝突クレーター、潮汐力、成

層構造

       3

地球表層環境の進化

海、生命の起源、生物進化、酸化的大気、光合成、太

陽定数、熱平衡、温室効果、気候変動

        4

地球のかたちと重力場

回転楕円体、水平、ジオイド、重力

        5

地震波でわかってきた地球の内部構造

地震波、P波、S波、地震波の反射と屈折、走時曲線、

地殻、マントル、中心核

        6

地球の構成物質－元素・鉱物・岩石

元素、鉱物、岩石

        7

地震と火山の発生するところ

地震活動、火山活動、大地形、海底地形

        8

プレートの概念と球面を動くプレートの運動

大陸移動、海底拡大、海底更新、球面プレート、プレー

ト境界、プリュームテクトニクス

        9

地球の磁場－現在と過去

地磁気、偏角、伏角、地心磁気双極子、古地磁気、岩

石磁気、地磁気の逆転

        10

プレート運動の推定－岩石・地層に記された昔の地球磁

場の記録

古地磁気、地磁気の逆転、見かけの古地磁気極の移動

        11

岩石・地層の年代測定

相対年代、古生物の進化、生層序による年代区分、放

射性元素、放射崩壊、放射年代決定

       12

プレート境界に働く力－地震の発生メカニズム

応力分布、プレート運動、地震波初動、地震発生のメカ

ニズム、断層の型

        13

プレート境界で起こる変動

発散境界、収束境界、すれ違い境界、地震活動、火山

活動、マグマの発生

        14

日本列島のテクトニクス

沈み込み、島弧、圧縮場、活断層、地震活動、海溝型

巨大地震、内陸直下型地震、火山活動

        15

日本列島の形成

沈み込み、島弧、付加体、背弧海盆

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的な事項の理解とその応用を問う。原則として論述問題を主に課す。100 ％
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次の２つ（部分）は便利な参考書である。

　ニューステージ新訂地学図表 浜島書店編集部編著 浜島書店 978-4-8343-4007-5 役に立つ図表集。 

　理科年表　平成２４年版 国立天文台編 丸善 978-4-621-08438-0 データブック。一部が参考になる。

その他、講義内容の一部に関連する参考書

　安藤雅孝・吉井敏尅「地震－理科年表読本」（丸善，1993）4-621-03831-1

　藤田和夫「変動する日本列島」（岩波新書，1985）4-00-420306-6（絶版？）

　松田時彦「活断層」（岩波新書，1995）4-00-430423-7

　平朝彦「日本列島の誕生」（岩波新書，1990）4-00-430148-3

　Kenneth J. Hsu　高柳洋吉訳「地球科学に革命を起こした船－グローマーチャレンジャー号」（東海大学出版会，1999）4-486-01460-X

　土木学会関西支部編「地盤の科学　地面の下をのぞいてみると・・・」（講談社ブルーバックス，1995）4-06-257088-2

　池田安隆・他「活断層とは何か」（東京大学出版会，1996）4-13-063309-0

　寒川旭「地震考古学　遺跡が語る地震の歴史」（中公新書，1992）4-12-101096-5

　上田誠也「プレートテクトニクス」（岩波書店，1989）4-00-005929-7

　瀬野徹三「プレートテクトニクスの基礎」（朝倉書店，1995）4-254-16029-1

　寒川旭「地震の日本史　大地は何を語るのか」（中公新書，2007）978-4-12-101922-6 

国土地理院、気象庁、産業技術総合研究所地質調査総合センター、防災科学技術研究所、海洋研究開発機構、USGS(United States 

Geological Survey)などのホームページ 

高校地学の知識は要しない。数学・物理・化学等の知識があったほうが多少は有利であるが、必須ではない。

授業の理解には毎回の積み上げが大事である。 

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

使用しない。 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

図説地球科学 杉村新・他編／岩波書店／4-00-005669-7／講義内容全般に関連する基本事項を調

べるのに便利な参考書

地球科学入門－プレートテクトニクス 河野長／岩波書店／4-00-005667-0／講義内容全般に関連する教科書風の参考書 

(絶版？)

グローバルテクトニクス 杉村新／東京大学出版会／4-13-062116-5／講義内容全般に関連するやや高度な

教科書風の参考書（絶版？）

地球学入門　惑星地球と大気・海洋のシステム 酒井治孝／東海大学出版会／4-486-01615-7／講義内容全般に関連する教科書風

の参考書

惑星科学入門 松井孝典／講談社学術文庫／4-06-159222-X／講義内容の一部に関連する参考書

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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1912年までの中国は、Imperial China（中華帝国）と呼ばれた。「帝国」には、皇帝・官僚による専制支配及び多民族国家という属性があるが、こ

れは全く過去の遺物の話ではなく現在に通じる構造である。また俗に「帝国」と称される国家も中国一国ではない。しかしながら、その中でも中国

は、過去との連続性において際だった「国」・「地域」である。学生諸君はこうしたユニークな隣国を、「帝国」の発生に遡って理解することを目的と

する。

下記の参考書をはじめ、中国史に関する概説書を幅広く読んでおくこと。

単位数 /  Credit 2

中国の国家と社会 (J)

担当者名 /  Instructor 井上 充幸

15974

1.多民族国家中国の特性を理解する。

2.長期に渉って継続した、中央集権的官僚体制の概念を理解する。

3.世界の四大文明のうち、唯一現在まで滅亡せずに継続した「世界史上の奇跡」を体感する。

4.上記諸要素の理解を通じて、我が国の隣国が、我が国とは全く異なる文明のパターンを歩んできた、非常にユニークな地域であることを認識

し、日中両国の関係についてより深い思考を得ることを目指す。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

01

中国とは何か

中国、民族、国家、時代区分

02

中国以前の時代

夏、殷、周、春秋・戦国時代、文明、中華、四夷

03

中国の誕生

秦、始皇帝、都市、官僚、漢字

04

古代中国世界の拡大と変容

前漢、後漢、儒教、三国、匈奴、羌

05

中国世界の南北分裂と変容

中世前期、西晋、五胡十六国、南北朝、鮮卑

06

中国世界の再統一と東部ユーラシア世界の変動

中世後期、隋、唐、突厥、ウイグル

07

中国世界の再分裂と東部ユーラシア世界の多元化

近世前期、北宋、遼、金、西夏、科挙

08

モンゴルによるユーラシアの統合

モンゴル時代、チンギス=カン

09

世界帝国の時代

大元ウルス、クビライ=カアン

10

ポスト=モンゴル時代の東部ユーラシア

近世後期、明、洪武帝、永楽帝、タタル、オイラト

11

明から清へ

北虜南倭、明末清初、女直

12

大清帝国の誕生と発展

満洲、モンゴル、チベット、台湾、新疆、ジューンガル

13

中華帝国の終焉

華僑、白蓮教、アヘン戦争、太平天国、洋務運動

14

近現代の中国

辛亥革命、中華民国、中華人民共和国

15

再び中国とは何か

中国、民族、国家

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義内容をふまえたレポートを課す。

テーマや内容は後日発表。

50 ％
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私語等の迷惑行為も目に余れば「欠席」扱いにする。

欠席数、特に無断欠席数が3分の1以上に及べば、単位認定の対象にしない。

授業中に配布するプリントに基づいて授業を進める。

このほかの参考書については授業中に随時紹介する。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 授業内に小テストを随時実施（3回程度）し、各小テストの合計点を平常点とする。

2回以上提出実績がある受講生のみ、成績評価の対象とし、0～1回の提出しか実績がない場

合、無条件で不合格とする。

※体育会の試合、就職活動、病欠などの事由により小テストを受験できなかった場合、代替措

置として小レポートを提出し、小テストの回数・点数に充てる（応談）。

50 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

中国の歴史　上・下 愛宕元ほか（編）／昭和堂／／

アジアの歴史と文化　１-５ 竺沙雅章ほか（編）／同朋舎／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　　哲学と自己という問題　－哲学とは何か－

　自己とは何かという問いに対して、単純にそれはこの自己だと答えることもできましょう。だが、よく考えると、とくに現在は自己が希薄化したと言

われることもあり、これこそが真の自己だと言うことは難しいように思われます。哲学もまた、そのつどの時代の要請に応じてその問いに答えよう

としてきました。そこでこの講義では、哲学がその問いにいかに関わってきたかをたどりつつ、我々の自己というものを考えてみたいと思います。

西洋思想史に関連した科目（倫理、政治、社会など）を履修しておくと理解が深まります。

単位数 /  Credit 2

哲学と人間 (S)

担当者名 /  Instructor 土屋 敬二

13544

・哲学とは何かを学ぶ。

・哲学の展開をたどることをとおして自己とは何かについて考える。

・哲学史の基礎的な知識を身につける。

・抽象的、論理的に思考する力を養う。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回目

Ⅰ、概観　1、哲学とは何か?　形而上学と人間

「禁欲主義的理想を除いては、人間は、人間という動物

は、これまで何の意義も有しなかった」(ニーチェ)

第2回目

2、我々の現在と自己という問題　なぜ我々はかくも他者

に依存しているのか?

「人間は波打ち際の砂の表情のように消滅するであろ

う」(フーコー)

第3回目

Ⅱ、古代

1、ソフィストとソクラテス　「汝自身を知れ」とよく生きるこ

と　(参)プラトンにおける理想の人間

「善く生きることと美しく生きることと正しく生きることとは

同じだということ」(ソクラテス)

第4回目

2、アリストテレス　ポリス的動物としての人間と倫理的徳

　

「人間というものの善とは、人間の卓越性(徳)に即して

の、またもしその卓越性がいくつかあるときは も善き

も究極的な卓越性に即しての魂の活動である」

第5回目

Ⅲ、キリスト教　原罪と自己　神のようになろうとした人間

の高ぶり

「自己愛...すなわちおのれを愛そうとすることをおのれの

意志とすること」としての原罪(アウグスティヌス)

第6回目

Ⅳ、近代

1、近代の原理=主観性とその問題　デカルトなどの哲学

から

「私がこのようにすべてが偽であると考えている間も、そ

う考えている私は必然的に何ものかでなければならぬ」

(デカルト)

第7回目

2、ホッブズ

a、欲望存在としての人間と自然状態=戦争状態

「社会状態の外では、つねに各人対各人の戦争が存在

する」

第8回目

b、自然法と社会契約による国家の設立　※『リヴァイア

サン』を読む

「信約は剣なくしては単なる言葉にすぎず、人々を保護

する力をまったくもたないのである」

第9回目

3、カント　道徳と人間の尊厳性

「道徳法則は自由の認識根拠である」

第10回目

4、ニーチェ

a、力への意志としての生と遠近法主義=相対主義　(参)

相対主義と現在

「世界はおのれの背後にいかなる意味をももってはおら

ず、かえって無数の意味をもっている」

第11回目

b、キリスト教批判とニヒリズム　※『ツァラトゥストラ』、『力

への意志』などを読む

「「何のために」に対する答えが欠けている」状態として

のニヒリズム

第12回目

Ⅴ、現代

1、フロイト　エス・自我・超自我の三層からなる人間の心

「外界の近いことと外界の影響とによって変更を受けた

エスのあの部分」としての自我

第13回目

2、ハイデガー　非本来的実存=世間(人)へと頽落した自

己

「その「誰か」は、特に誰ということもできない中性的なも

の、世間(人)である」
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教科書は使用しませんが、原典その他のプリントをその代わりとします。予習・復習にも役立てて下さい。

哲学と自己という問題にはさまざまな角度から入ることができます。それぞれの関心に応じてその問題に関連した書物を読むように心がけて下さ

い。

講義の展開の基本線を押さえるように心がけて下さい。講義は共同作業です。予習・復習を心がけて下さい。3回に1度質問用紙を配布します。

質問の方も心がけて下さい。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第14回目

3、ポストモダンと消費社会　ボードリヤールなどの現代社

会論から　

「差異の崇拝は、もろもろの差異の喪失の上に成り立つ

のである」(ボードリヤール)

第15回目

Ⅵ、総括　現代における自己の可能性について パスカル

の思想から

「知恵は我々を幼年に向かわせる。〈幼子のようになら

なければ〉」

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義をいかに理解しているか、そしてそれをいかに適切に文章化しているかを中心に評価しま

す。

80 ％

平常点評価 講義に関連して2度小レポートを書いてもらいます。（各10％）20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

はじめての哲学史 竹田青嗣・西研編／有斐閣／4-641-12046-3／分かりやすい哲学の入門書です。

ヨーロッパ社会思想史 山脇直司／東京大学出版会／4-13-012051-4／社会思想史の観点からも哲学を学ぶ

ことができます。

哲学のすすめ 岩崎武雄／講談社／4-06-115466-4／よく生きるための哲学入門です。

現代倫理学の展望 伴博・遠藤弘編／勁草書房／4-326-15170-6／倫理学の観点から近、現代哲学の展

開を解説書した書です。

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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統計学は、多数の資料を整理しその傾向を探るための方法であり、社会調査などから得た標本をもとに母集団のありさまを推測するために活用

されています。この講義では統計学の基礎的な手法を学ぶことを目的としています。ほとんどの学生にとっては、これまでに統計学を学ぶ機会は

少なかったと思われますので、受講にあたり特別な予備知識は必要としていません。

履修しておくべき科目はありませんが

事前に高校数学（数学I,A）の1次関数・2次関数・確率の部分を復習しておくと役に立つでしょう

定期試験（筆記）では電卓を使用します

平方根が計算できるものが望ましいですが、関数電卓は不可とします

授業内で行った演習は、翌週に解答方法などを解説します。事後によく復習しておいてください。

単位数 /  Credit 2

統計学 (J)

担当者名 /  Instructor 小池 行弘

13453

資料の整理と統計的な分析を、現実の問題解決にあたって運用できる能力を習得する

とりあえずの目標として各統計量を自分で計算ができることを目指します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回目

種々の平均値

平均値 中央値

第2回目

特性値

平均 分散 標準偏差

第3回目

度数分布表

加重平均

第4回目

標準化

Zスコア 偏差値

第5回目

順位

四分位数 百分位数 ローレンツ曲線 ジニ係数

第6回目

相関

正の相関 負の相関 相関係数

第7回目

回帰分析(1)

回帰直線 小2乗法

第8回目

回帰分析(2)

重回帰 決定係数

第9回目

確率変数

確率変数の期待値

第10回目

二項分布

二項係数

第11回目

正規分布

二項分布の正規近似

第12回目

母集団と標本

母平均・母分散の推定

第13回目

区間推定

標本平均

第14回目

検定

帰無仮説 対立仮説 有意水準

第15回目

復習と試験の概要

試験の類題演習

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内で行った演習問題と同程度のもの70 ％

平常点評価 毎回授業の後半に演習問題を出題します30 ％
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指定の教科書はありません

毎時授業ごとにテキストを配布します

高校数学（B,C）の教科書には通常の課程で使用しないページがあり、統計学の解説がコンパクトになされています

シグマ記号に慣れておくと便利ですから、高校数学の「数列」などで確認しておくといいでしょう。

かならずしも必要とはいえませんが、積分にも慣れておくと意味がつかみやすいかも知れません。（ただし授業内で積分の計算はしません）

演習の時間を設けていますので、その時間に質問等には答えられると思います

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

統計学入門 東京大学教養学部／東京大学出版会／978-4-13-042065-5／やや高度な内容で、統

計学の幅広い分野に対応しています

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 『立命館百年史』の編纂、立命館学園の運営に深くかかわってきた担当者を含む複数の担当者によるリレー式の講義である。学園の創設から

ほぼ今日までの立命館学園の歩みと教学理念、学園が直面する課題が歴史的・問題視的に語られる。

　特になし。

授業にて指示する

単位数 /  Credit 2

日本の近現代と立命館 (GA) § 特殊講義（日本の近現代と立命館） (GA) § ヴィジョン形成特殊講

義（日本の近現代と立命館） (GA)

担当者名 /  Instructor 小関 素明、川口 清史、倉田 玲、篠田 武司、松野 周治、薬師寺 公夫、柳ケ瀬 孝三、山崎

 有恒、吉田 美喜夫

14250

　学園の歴史を通して立命館の教学理念を学び、創造的平和理念や民主主義理念の生成、キャンパス創造の歴史を学習し、学園創造時代に

おける立命館の課題を展望する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

序論：講義の全体概要の説明

　リレー式講義、自校史教育、『立命館百年史』、平和教

育。

第2回

　総長講義

　高等教育、私立大学、未来の立命館。

第3回

　立命館創設前史－西園寺公望と中川小十郎の人物像

を中心に－

　西園寺公望、私塾立命館、中川小十郎、京都法政学

校

第4回

　立命館の黎明と発展－明治後期～大正期－

　産業革命、実学教育、立身出世、大学令。

第5回

　京大事件と立命館

　大学の自由、大学の自治、澤柳事件、滝川事件。

第6回

　ファシズムの時代の立命館

　立命館禁衛隊、国防学、国家総動員法、戦時体制。

第7回

　敗戦後の混乱と学園の再建

　戦後改革、末川博。

第8回

　「立命館民主主義」の創成

　学園復興、逆コース、平和運動、安保闘争。

第9回

　高度経済成長と「大学の大衆化」（1960年代）

－「学園振興基本要綱」と「小集団教育」－

　高度経済成長、大学改革。

第10回

　「大学紛争」と立命館教学（1960年代末から70年代）

－「大学解体」を否定して、さらなる「大学改革」へ－

　学園紛争、学生運動、全共闘。

第11回

　転換期の高等教育政策－「学園創造」時代の始まり－

　公費助成運動、学園規模問題、総合大学化。

第12回

　学びのシステムの新展開－教学の質の向上に向けて

－

　個性と創造性、大学審議会。

第13回

   平和創造と国際平和ミュージアム

　国際化、戦争違法化、国際平和ミュージアム、わだつ

み像、地球市民宣言、APU。

第14回

　民主主義と生涯学習、社会貢献（仮）

　夜間教育、昼夜開講性、社会人教育、情報公開。

第15回

　キャンパス創造史から見た立命館（仮）と授業のまとめ

　学生自治、キャンパス創造、複数大学化　文理融合・

産官学連携キャンパス。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　定期試験が評価の中心となるが、必ず全講義に出席していないと解答できない論述式の問

題を出す。

80 ％
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　歴史に対してして主体的な関心を必要とする授業である。

　また、授業内容の要点をはずさずに理解し、それを的確に文章表現する文章能力が求められる。

　日本近現代史に関する基礎的知識を習得しておくことが望ましい。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 　アンケート感想文の提出を求め、出席を確認することがあり得る。20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

立命館百年史　通史1・2 ／／／

西園寺公望 岩井忠熊／岩波書店／／西園寺公望のハンディーな伝記

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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日本経済についてのマスメディアの報道を見ると、「景気の低迷」「デフレ」「震災の悪影響」「歴史的円高」等々。次代を担う学生の皆さんも一生

懸命勉強して将来の人生を切り開いていこうという元気が出ないのではないでしょうか。確かに経済が長らく不振なのはその通りですが、何がそ

の原因なのか、どうしたらよいのかとなると、明快な処方箋にお目にかかりません。他方、テレビ番組でも、世界に雄飛する元気な会社や個人も

紹介されています。中国など近隣の新興国がどんどん発展して日本が取り残され産業が｢空洞化」する、と言われますが、周りが元気だからこそ

日本経済もそれらの国々と手を携えてやっていけるのです。人口が減って衰退すると言われますが、世界の人口がなお増え続けるときに自国の

人口が減っては困るのでしょうか。この講義は、戦後の日本経済の発展を振り返りながら、悲観論に振れる世の中の論調に批判的な眼を向け、

どうすれば日本の経済社会の将来を切り開いていけるのかを一緒に考えてみるのが狙いです。

特になし。

事前配布されたテキストを読んでくること。

単位数 /  Credit 2

日本経済概説 (S)

担当者名 /  Instructor 古川 彰

11560

第1の目標は、｢日本経済新聞｣をはじめとする新聞の経済記事やNHKニュースなどの経済報道の内容を理解し、それを鵜呑みにしないで批判的

に摂取できる素養を磨くことです。

第2に、これから経済学や社会学などを学んでいく皆さんに、常に理論と現実のつながりを意識して勉強する態度を身につけてもらうことです。ま

た、とくに経済統計に親しみ、データや図表を読み解く訓練をします。

第3に、将来卒業して社会に出てから政府や企業、非営利団体などで政策や経営戦略を立案しようとするときに必要となる経済的考え方や論理

構成を理解し活用する能力を養うことです。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

日本の経済社会は世界からどう評価されているか

日本経済の世界に占める位置と豊かさ；企業の「競争

力」のランキング；世界の発展への貢献度

2～3

日本経済はどのくらい「悪い」のか

日本経済の「成長力」と現実；厳しさの続く雇用情勢；戦

後世界ではじめての「デフレ」；大震災と日本経済

4

戦後の高度成長とはどんなものだったのか

戦後の経済発展；先進国へのキャッチアップ；日本産業

の近代化；出遅れた産業や地域と格差の拡大；高度成

長のひずみと環境破壊

5

戦後の発展を支えたシステム(1)--企業と従業員の長期

的雇用関係

戦後日本の経済システムとは；終身雇用；年功序列賃

金；日本的雇用慣行のメリットとデメリット

6

戦後の発展を支えたシステム(2)--銀行と企業の長期的

取引関係

メインバンク制とは；メインバンク制のメリットとデメリッ

ト；過大な貸し出しによるバブルへの道

7～8

戦後の発展を支えたシステム(3)--日本型システムの経

済理論からの説明

長期安定的な取引慣行；「情報の非対称性」理論；｢逆

選択」と｢モラルハザード」

9

高度成長の終焉と日本経済の対応の遅れ

キャッチアップ型成長から自由競争型発展への転機；二

度の石油危機への政府や産業の対応

10

バブルはなぜ起こったか

バブルを発生させた長期的背景としての戦後経済シス

テム；短期的背景としての海外への配慮と円高の進行；

今では考えられない楽観論と過大な投資；バブル崩壊

による経済の停滞

11～12

世界で 悪となった日本の財政(1)--1990年代からの財

政悪化と財政再建の失敗

1970年代から悪化した日本の財政；バブル崩壊後の財

政の本格的悪化；繰り返された財政再建策の失敗

13

世界で 悪となった日本の財政(2)--人口高齢化と税負

担増の先送りのツケ

財政赤字と政府の借金の現状；人口高齢化で増え続け

る社会保障費；税収では支出の半分もまかなえない財

政構造と増税の先送り；今後の財政再建シナリオ

14

日本の産業・企業の「競争力」低下と産業「空洞化」は本

当か(1)--産業空洞化とは

中国など新興国に流出する日本のものづくり産業；産業

の「空洞化」とは；国際貿易の理論が教える「比較優位」

と「国際分業」；スマイルカーブにみる国際分業

15

日本の産業・企業の「競争力」低下と産業「空洞化」は本

当か(2)--アジア太平洋地域のダイナミックな発展と日本

産業

環太平洋経済のダイナミックな発展と結びつきの強ま

り；グローバル・バリュー・チェーンの形成と日本産業の

役割；日本の得意とするものづくり分野とアーキテクチャ
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＊定期試験として実施 ＊日常点評価

講義中の私語は講義への妨害行為として厳禁し、行為者は学生証番号を記録した上で退室させます。

講義中挙手をして許可を得た上での意見や質問（あるいは講義後でも）を歓迎し、講義の内容改善に貢献する場合には日常点に評価点を加

えます。コミュニケーション・ペーパーや学内メールなどでの意見や質問も同様です。

テキストは特に使用せず、PowerPointによるプレゼンと、配布テキスト（PowerPointファイルをNote形式でプリントしたもの）により行います。配

布資料は原則として１週間前の授業で事前配布するので、必ず読んでくること。配布と同時にコースツールのレジュメ欄に掲載するので、配

布当日欠席者はそこからダウンロードしてください。質問への回答集も同様。

以上は講義全体にかかわる参考書。個々のテーマについては、分野が多岐にわたるため、そのつど提示します。

毎回の講義について、コースツールでコミュニケーション･ペーパーを提出してもらいます。内容は、①前回の講義で分かったこと・意見、②前回

の講義で分からなかったこと・質問、③当日の講義での関心事・学びたいこと、④授業の改善のための提案、⑤その他。①③は必須。受講者が

低限の予習･復習を確実に行ったかどうかを評価するためのものなので、そこをわかるようにしてください。重要な質問には回答集を次回の講

義で配布し、必要な場合は補足説明します。

｢日本経済新聞」などの経済記事に目を通すこと。いくつかの記事を一通り読んだ後で、それぞれの書かれた内容を頭の中で整理してみてくださ

い。

その他は授業時に指示します。

なお、経済社会情勢は日々変化するので、上記の授業スケジュールの変更は当然ありえますし、受講生もコースツールなどで授業テーマについ

ての希望を出してください。希望が多い場合は講義時に相談した上でテーマの変更を行います。 

内閣府HP　http://www.cao.go.jp/（経済財政政策、GDP(国内総生産)などの統計、月例経済報告など、データや経済分析の情報）

日本銀行　http://www.boj.or.jp/（金融政策、金融関係データ、経済分析の論文）

その他、各省庁HP、学内の情報検索システム(特に日経新聞） 

①広範な現代経済問題を限られた時間でこなすため、講義中に十分な説明をすることはできません。事前配布されたテキストを読んでくること、

そして講義後の復習が、内容を理解するための必須条件です。現実の経済制度、政策を学ぶので、多くの経済･経営用語が出てきますが、原則

としてわからない言葉は自分で経済辞典やwebなどで調べるようにしてください。講義に出席するだけで内容を理解することは不可能です。

②講義は必ずしもテキストに書いてあることを忠実に説明するのではなく、現実の政策づくりの裏話など｢横道」にそれることも多い。経済政策決

定現場のリアルな状況を知ることもこの講義の重要な目的と考えます。

③新聞の経済欄には常に目を通すことを心がけてください。

学内メール　aft20007@ec.ritsumei.ac.jp

講師は講義日以外はBKCにおり、授業当日も朱雀キャンパス出の講義のあと衣笠キャンパスに来るため、衣笠キャンパスで会うことは難し

い。また、コースツールは多くの受講生の毎回のペーパーを処理しなければならないため、急ぎの連絡を見落とす恐れがあります。したがっ

て、連絡は原則として学内メールでのやり取りとなることをお許しください。

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験は文章の穴埋め、重要語句の説明、論述問題から成ります。重要な語句の理解度、図表

の読解力、そして、現実の問題の理解と論理的解釈、処方箋の提示などの論述を重視します。

自らの考えと論理的説得力を特に評価します。

70 ％

平常点評価 ①毎回コースツールで提出してもらうコミュニケーション･ペーパーの内容を評価し、標準点は各

回1点として、内容に応じて0.1～2点を評価点とします。仮に講義に欠席した場合でも、当該授

業の箇所をテキストで学んで次回までにコミュニケーション･ペーパーを提出すれば評価対象と

なります。

②講義中講師からの質問に挙手をして回答し、正答した場合、各回１点または２点。

③その他講義時の質問や意見などを評価します。

30 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

有斐閣「経済辞典」（第4版、2002） ／有斐閣／／本講義のみならず経済・経営問題理解のために極めて有益。英文見出

しも充実し、英文の読み書きにも有益。

日本経済読本(第18版、2010) 金森久雄他／東洋経済新報社／4-492-10023-3／日本経済の広範な問題をカバーす

る入門書。

経済財政白書(平成24年版ほか） 内閣府／国立印刷局／／毎年夏に出る。講義で使うわけではないが、経済社会を学

ぶ学生は必携。

OECD対日経済審査報告書2011年版 OECD／明石書店／4-7503-3442-4／国際機関の日本経済分析と政策提言。

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

学生との直接対話／Talk with Students
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拡張項目 
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我々の生活を規律しながら、その実態を把握することが難しい法。その中でも も基本的な法である憲法が、どのような考えの下に作られ、どの

ように働きをしているのかを学んでいく。現実社会で起こる様々な問題に対処できるよう、出来る限り具体的な例を挙げながら、基礎知識と法的

な思考を学ぶ。

特になし

小テストの回数などは、講義の進行速度により調整を行う。

講義では、出来る限りエッセンスを分かりやすく解説しようとするため、詳細な知識や判例などは授業外で補う必要がある。

単位数 /  Credit 2

日本国憲法 (S)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

16243

法についての基本的知識の習得。

憲法についての基本的知識の習得。

憲法的な思考方法の習得。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

法の基本的知識

法、公法、私法、憲法、法と私たちの生活、通説・判例、

多数説、少数説、解釈

2

憲法の基本的知識

近代立憲主義、大日本帝国憲法と日本国憲法、憲法の

構造、憲法の三大原理、基本的人権、統治機構、前

文、違憲審査制

3

天皇

国民主権、天皇、象徴天皇制、国事行為、内閣の助言

と承認

4

戦争の放棄

第9条、平和主義、自衛権、自衛隊、国際紛争を解決す

るための戦争

5

人権１(人権総則)

個人の尊厳、基本的人権、幸福追求権、公共の福祉、

権利・自由と義務

6

人権２(平等)

法の下の平等、差別の禁止、人種差別

7

人権３(思想・良心の自由と信教の自由)

思想・良心と信教、「国家からの自由｣と｢国家による自

由｣、多数者と少数者

8

人権４(表現の自由１）

表現の自由の優越的地位、メディア、知る権利

9

人権５（表現の自由２）

表現の自由と違憲審査制、違憲審査基準、コミュニケー

ション技術の発達と表現の自由

10

人権６(経済的自由と生存権)

経済的自由と福祉国家、封建制、居住移転の自由、財

産権、損失補償、生存権

11

人権７(法の適正手続き)

デュー・プロセス・オブ・ロー

12

統治機構１（三権分立)

三権分立と民主主義、人権

13

統治機構２（国会・内閣・裁判所）

国会、衆議院の優越、内閣、議院内閣制、裁判所、違

憲審査制

14

統治機構３（国会・内閣・裁判所）

裁判所の役割、裁判員制度

15

まとめ：司法、民主主義と憲法の役割

民主主義と人権、多数者と少数者、憲法と私たちの生

活

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的な知識の習得及び基本的な考え方、思考能力を問う。70 ％

平常点評価 基本的な知識の修得を問う小テストなど。　

講義中の応答など。

30 ％
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必要に応じ、講義中に紹介する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

資格試験などを目指す受講生は、この講義で基本的な考え方を身につけ、詳細な知識を学習し、問題演習を行うことを薦める。

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いま日本国憲法は―原点からの検証（第５版） 小林 武　ほか編集／法律文化社／978-4589033529／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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　「どのようにすれば人間は善く生きることができるのか」ということを永遠の根本問題にする倫理学について、その基礎的な知識と考え方を詳細

に説明し、学生諸君の教養豊かな人格の形成に資するつもりである。そのさい各テーマに関連のある西洋美術の名作を多数補足的に用いるこ

とにする。というのも西欧の美術と思想は密接に連関していると思われるからである。ところで、倫理学には新しい分野として応用倫理学もあるけ

れども、本講義ではその根底、あるいはむしろ人間性そのものの根底を研究した、いわゆる伝統的古典的な倫理学（ソクラテス、プラトン、アリス

トテレス、デカルト、カント、ヘーゲル）をまず取り上げ、次にそうした間を埋めるべき哲学者たちに向かう。彼らの論証方法を検討することによって

人間にとって根本的な思考のあり方とはいかなるものか、理論の構築術とはどうあるべきか、を概説する。

　疑問が生じたときが勉強の機会。私に直接質問してくれてもよいが、大学図書館に直行して自ら調べることが一番だと思う。

単位数 /  Credit 2

人間性と倫理 (S)

担当者名 /  Instructor 門屋 秀一

16237

　善悪の区別にもとづいた実践としての倫理は大学生諸君にとってもうすでに習得ずみの事柄であるから、大学教育であらためて徳育を行おうと

は思わない。これに対して、学問としての倫理学とはこれまで諸君が体得している道徳的事実を整理し、秩序付け、体系化することである。自分

の過去の経験を踏まえて、卓越した倫理学者たちの学説を学ぶことによって、揺るぎない自己の人格を確立すれば、将来の実社会において倫

理的、道義的にさほど間違った轍を踏むことは決してないであろう。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

倫理学の始まり

ソクラテス、「～とは」の問い、無知の知

2

社会的正義と道徳的正義

ソクラテス裁判、正義と報復

3

道徳の根底にある愛

プラトン、神聖愛と世俗愛、知への愛

4

感覚の否定と道徳

プラトン、五感、イデア

5

道徳的国家における芸術の否定

プラトン、芸術模倣論、詩人追放論

6

実践の原理による道徳と政治

アリストテレス、理論、実践、制作

7

幸福としての善

アリストテレス、善く生きる、善くなす、幸福である

8

幸福になるための中庸の徳

アリストテレス、状態としての徳

9

中庸の徳としての勇気、節制、正義

アリストテレス、是正的正義、配分的正義

10

脳死の基礎としてのコギト

生命倫理学、デカルト、「我思う、ゆえに我あり」

11

善意志としての善

カント、アリストテレスの幸福主義とカントの意志主義、

厳格主義、適法性と道徳性

12

道徳法則と定言命法

カント、善意志と根源悪、定言命法と仮言命法、シラー

による厳格主義批判

13

道徳性に対する人倫性

ヘーゲル、法の哲学と倫理学、道徳的意志から人倫的

意志へ、客観的精神

14

秩序なき社会での処世術

ヘレニズムの哲学四派、ディオゲネス、コスモポリタニズ

ム、懐疑論

15

近代功利主義と快楽

ベンサム、ミル、ヘレニズムの哲学四派、エピクロス、ゼ

ノン、ストア派

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述式。持ち込みは不可。試験前にある程度の情報は開示。50 ％
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試験点、平常点の割合は若干調整する場合がある。追加点希望者は講義 終日までに、講義に関連したテーマで小レポート（約２０００字）

を提出のこと。

第13講まで毎回使用。購入必須。

専門分野の知識の習得だけに偏らず、大学生として幅広い教養を身につけていただきたい。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 出席用件を満たした上で、毎回時間内に書いて提出する日常的な小レポートを提出した場合の

み成績評価の対象とし、単に出席の痕跡を残しただけの、所謂「出席点」の場合、加点は一切

行わないので注意するように。二次元バーコード（QRコード）持参のこと。

50 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

絵画で綴る哲学と倫理学 門屋秀一／晃洋書房／9784771020788／必須

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

形而上学の克服 シュヴァイドラー著・門屋他訳／晃洋書房／4771016585／購入必須ではない

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　東アジアは英語でEast Asiaであり、欧米人がつくった言葉である。つまり、当事者である東アジアと呼ばれる場所に生活する人々がつくった言

葉ではない。つまり、当事者ではない外部の人間が何らかの都合でつくったことばが東アジアということになる。しかしながら、今日の東アジア

（国家レベルでは、中国、朝鮮民主主義人民共和国、韓国、日本など）は、政治上の問題があったとしても、一衣帯水の関係にあるといえる。こ

れは、前近代において中国を中心とした冊封関係のときから連続していると考えることもできる。

　本講義においては、東アジアというマクロなレベルで朝鮮半島をとらえ、まず、前近代における朝鮮半島の歴史状況、次に、近代から現代まで

の朝鮮半島の歴史、社会状況について考察する。前近代においては中国との関係、近代から現代においてはそれに加えて日本との関係を重点

的に考えることにする。これを通して、東アジアにおける朝鮮半島と日本列島についての基本的理解が達成できると考えられる。

　基礎教養としては、歴史学関連科目、特に、日本史、中国史、朝鮮史などのアジアの歴史についての科目。また、授業内容には社会史が含ま

れているので、研究方法としては「文化人類学入門」を履修しておくことが望ましいが、この科目の履修後でも構わない。

　基本的には教科書を読むことで授業理解を深めることができる。これに加えて、授業中に紹介する参考書を読むと、理解は更に深まる。

単位数 /  Credit 2

東アジアと朝鮮半島 (S)

担当者名 /  Instructor 原尻 英樹

16191

　（１）東アジアとは何かについて歴史的に理解すること

　（２）東アジアのなかの朝鮮半島の意味について理解すること

　（３）近現代における朝鮮半島と日本との関係について理解すること

　（４）マスコミ報道に流されない基本的教養を身につけること

　（５）東アジアについて語れるようになれること

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

 東アジアとはどこなのか？

オリエンタリズム、地政学的位置、冊封関係、アジアと

太平洋

２

朝鮮王朝時代の国家と政治

王権、儒教、冊封関係

３

近世の日本と朝鮮

侵略、和解、善隣

４

豊臣秀吉の朝鮮侵略その１

オリエントとオクシデント、世界史のなかの日本史

５

豊臣秀吉の朝鮮侵略その２

オリエントとオクシデント、世界史のなかの日本史

６

近代世界における朝鮮半島からの移動

前近代、近代、大量移民

７

１９４５年以前の在日朝鮮人社会

サバイバル、適応、差別

８

戦時下朝鮮の労務動員

強制連行、陸軍慰安婦

９

植民地朝鮮に暮らした日本人

外地と内地、日本人町

１０

日本での定着過程：故郷の離れ方と異国での適応

文化の流用、適応力

１１

サッカーの大衆化過程からみる韓国の「民族」・「国民」形

成

国民国家、スポーツの政治性

１２

嫌韓流からみる日本社会

朝鮮蔑視観、他者排除の論理

１３

多文化的状況の韓国と日本その１

多文化主義、多文化共生、ネットワーク

１４

多文化的状況の韓国と日本その２

多文化主義、多文化共生、ネットワーク

１５

基層文化の共有とローカル化

朝鮮半島、理解
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＜hharajiri@yahoo.co.jp＞までにメールで連絡。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度とそれに基づいた論理的な個人的見解60 ％

平常点評価 中間試験をする（３０％）。また、抜き打ちのリアクション・ペーパーを数度して、出席点とする

（１０％）

40 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

日本と朝鮮　比較・交流史入門：近世、近代そし

て現代

原尻・六反田・外村編／明石書店／978-4-7503-3508-7／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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美や芸術という、普段もっぱら感性的にとらえ、享受しているものを学問的対象として考察し、論ずるなら、どのような論理的アプローチが可能で

あろうか？

当科目は、まず古代ギリシアを起源とする西洋美術を研究対象とした美学や美術史学の基本的な問題意識と概念、および方法論から始める。

次に19世紀半ばから20世紀半ばまでの芸術を論じたモダニズム理論を検証し、さらに私たちと同じこの時代に生み出されている現代アートが置

かれている状況や、現代アートがなにをどのように表現しているのかを考察していく。

また、芸術／非芸術の区分を超えた視覚文化という広い視野のもとで「美」や「芸術」という概念をとらえなおしたり、「イメージを見る」ということが

文化や社会の中でどのように機能しているかを問う視点にも議論を進める。

特にありません

授業で提示する作品の多くはインターネット上で検索して見ることができるので、参考文献と併せて授業の復習に役立てましょう。

授業内容に関連した展覧会があれば紹介し、自主的な美術展見学や作品鑑賞を推奨します。

単位数 /  Credit 2

美と芸術の論理 (S)

担当者名 /  Instructor 竹中 悠美

13509

美術の歴史と様々な芸術論の基礎的知識を習得し、それを足がかりとして美や芸術について自分で考え、言葉にしていく力を身につけることを

目標とする。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

様式論(1)  　※出席点10点の出席調査あり。

中世キリスト教美術、ルネサンス

（授業内容、進行予定、および成績評価方法について

の説明。プリント配付。）

2

様式論(2)

古代ギリシア、ロココとロマン主義

3

様式論(3)

ルネサンスとバロック

4

意味論(1)

イコノグラフィーとイコノロジー

5

意味論(2)　　　　　※レポート用紙＋課題配布　

マニエリスムとネーデルラント絵画

6

モダニズム論(1)　　※レポート用紙＋課題配布／レポー

ト提出受付

リアリズムと印象主義

7

モダニズム論(2)　　※レポート提出締切

表現主義と抽象芸術

8

モダニズム論(3)

フォーマリズムと純粋視覚性

9

レポート講評と中間期のまとめ

10

視覚論(1)

近代の視覚性

11

視覚論(2)

写真の視覚性

12

視覚論(3)

視線の政治学

13

視覚文化論(1)

アートのグローバリゼーション

14

視覚文化論(2)

現代アートとサブカルチャー

15

60分間の確認テスト＋残り約30分間でテスト問題につい

ての解説
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初回の授業のみ出席を取り、出席点を与えますが、それ以後は一切、出席は取りません。

初回の授業を欠席し、中間期のレポートを提出しなかった場合、 終授業日のテストを受験しても単位は得られません。

教科書はありません

その他の参考文献は、配付資料と授業内で提示します。

以上、シラバスをよく読み、授業の方針や評価方法を納得した上で受講登録してください。

授業中に提示する作品画像は毎回50点以上ありますが、授業への出席を重視した評価を行うため、配付資料やホームページでの公開は行って

いません。授業中は作品画像を見ながら素速くメモを取っていく集中力が必要となりますし、出席していても聞き逃した部分は遠慮なく質問してく

ださい。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 (1）1回目の授業のみ出席点10点。

(2）7回目の授業を提出締切とするレポート40点満点。

5回目と6回目の授業でレポート課題が記載されたレポート用紙を配布する。そのレポート用紙

に自筆で書きこんだレポート（ワープロ使用不可、コピーや貼り付け不可）を6回目ないしは7回

目の授業で提出。

授業内容の理解度と論述における合理性及び独自性、加えて情報収集力を評価する。

(3）15回目に行う授業内テスト50点満点。

選択問題と記述問題によって、授業内容の理解度と論述における合理性及び独自性を見る。

予め授業中に配布するテスト持込用紙1枚のみ参照可。これは答案用紙と一緒に提出するこ

と。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

美学と現代美術の距離 金悠美／東信堂／／

アートを学ぼう 大森淳史、岡林洋、川田都樹子編／ランダムハウス講談社／／

カラー版 西洋美術史 高階秀爾監修／美術出版社／／

カラー版 20世紀美術史 末永照和監修／美術出版社／／

ヴィジュアル・カルチャー入門 ジョン・Ａ・ウォーカー／サラ・チャップリン／晃洋書房／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　文学（作品）は、人間の内面の葛藤が社会のさまざまな断面・現象を踏まえて描かれている。本科目は、作品鑑賞を中心に、作者が生きた時代

社会と作品との関係を解明することを目標とする。すでに読んだことのある作品でも、文学作品が生まれた場、社会的背景を意識して読み解い

ていくと、新たな一面が発見できるはずである。できるだけ主要な作品を取り上げることで、日本近現代文学の基本的な流れも理解できるように

留意したい。

単位数 /  Credit 2

文学と社会 (S)

担当者名 /  Instructor 橋本 正志

16264

1.作品を読解し、作品の主題を考察することができる。

2.作品が生まれた社会を視野に入れ、その中で作品を位置づけることができる。

3.日本近現代文学史の基本的事項を理解することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

導入　文学と社会について

授業の概要、進め方、評価方法などの説明

第２回

明治の文学（１）　福沢諭吉『学問ノスヽメ』（明５～９）、

「脱亜論」（明18）

啓蒙文学、実学、対アジア認識

第３回

明治の文学（２）　坪内逍遙『小説神髄』（明18～19）

江戸戯作、近代小説、写実主義

第４回

明治の文学（３）　二葉亭四迷「小説総論」（明19）、『浮

雲』（明20～22）、国木田独歩『武蔵野』（明34）

言文一致、内面・風景の発見

第５回

明治の文学（４）　田山花袋「蒲団」（明40）、石川啄木「性

急な思想」（明43）

自然主義、私小説、日清・日露戦争、大逆事件

第６回

大正の文学（１）　志賀直哉「清兵衛と瓢箪」（大２）、「池

の縁」（昭13）

白樺派、新しき村、足尾銅山鉱毒事件

第７回

大正の文学（２）　夏目漱石「現代日本の開化」（明44）、

「こゝろ」（大３）①

反自然主義、文明批評、外発的・内発的

第８回

大正の文学（３）　夏目漱石「こゝろ」（大３）②、「私の個人

主義」（大３）

エゴイズム、自己本位、「こゝろ」論争

第９回

大正の文学（４）　有島武郎「宣言一つ」（大11）、葉山嘉

樹「海に生くる人々」（大15）

関東大震災、社会主義、プロレタリア文学

第10回

昭和の文学（１）　芥川龍之介「蜃気楼」（昭２）、横光利一

「頭ならびに腹」（昭２）、小林多喜二「蟹工船」（昭４）

新感覚派、言論統制、伏せ字、「政治と文学」論争

第11回

昭和の文学（２）　中野重治「村の家」（昭10）、火野葦平

「麦と兵隊」（昭13）、石川達三「生きてゐる兵隊」（昭13）

転向文学、文芸復興、日本浪曼派、国策文学

第12回

昭和の文学（３）　中島敦「山月記」（昭17）、「章魚木の下

で」（昭17、遺稿）

「人虎伝」、語り、戦時下、芸術的抵抗派

第13回

昭和の文学（４）　開高健「ベトナム戦記」（昭40）、「輝ける

闇」（昭43）、「夏の闇」（昭47）

ベトナム戦争、従軍記者、ルポルタージュ

第14回

昭和の文学（５）　村上春樹「中国行きのスロウ・ボート」

（昭55）、「ねじまき鳥クロニクル」（平４～７）

喪失感、システム、中国表象、戦争の記憶

第15回

総括　作品の〈読み〉と社会

目標到達度の確認と今後の課題
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毎回資料を配付する。

授業中に適宜紹介する。

事前に作品を読み、自らの問題意識を整理してから講義に出席することを望む。

近代デジタルライブラリー（国立国会図書館）

http://kindai.ndl.go.jp/index.html

　この授業は取り上げる作品と時代社会との関わりのあり方を受講者が主体的に浮かび上がらせていく作業の時間でもある。受け身にならず、

自ら考えて取り組む姿勢が重要である。

メールを利用してください。

mht26148@pl.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　論述形式で行う。持ち込み不可。授業で取り上げた各作品に関するキーワードを提示するの

で、それらを適切に用いて自らの意見を独創的かつ論理的に展開できたかどうかを評価する。

80 ％

平常点評価 　随時、その授業の内容に関する小レポートを課す。時間内に取り組み、提出を求める。独創

性や理解度に応じて３段階で評価する。

20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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文化人類学の基本的考え方をその学説史を中心にして講義するとともに、文化人類学によって始められたフィールドワークの実践を、具体的な

調査を基にして検討する。

本授業は一回生前期の授業なので、あらかじめとっておくべき授業はない。

　しかしながら、「文化人類学入門」を履修した後、（あるいは履修する前でも可能であるが）文化人類学に関心のある学生ならば、「文化人類

学」、「比較文化論」、及び「エスニシティ論」を履修することをすすめる。以上、四つの授業科目を履修することで、文化人類学についての知識・

考え方を修得できる。

教科書の読書を基本として、その延長上に参考書等の読書がある。

単位数 /  Credit 2

文化人類学入門 (SA)

担当者名 /  Instructor 原尻 英樹

13627

目標は三本柱である。

（１）初期導入教育として、大学での学問の取り組み方についての理解とそのスキルへの自覚。

（２）文化人類学を中心とした社会科学の考え方の基礎を獲得すること。

（３）フィールドワーク実践の動機づけとその方法についての理解獲得。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

現代社会が必要とする人間と大学の役割

コミュニケーション力、フィールドワーク、学問

2

文化人類学の世界

文化人類学、 先端研究、異文化理解

3

人種主義との対決

単系進化、多系進化、人種

4

アメリカ文化人類学

文化相対主義、ボアズ、全体的アプローチ

5

構造主義以前の文化人類学

政治性、実証主義、経験主義

6

教育人類学と心理人類学

文化化、異文化間教育

7

イギリス社会人類学

 比較社会学、社会構造、フィールドワーク

8

構造主義の考え方とその系譜(1)

関係性、全体性、交換性

9

構造主義の考え方とその系譜(2)

関係性、全体性、交換性

10

構造主義以後の文化人類学

ハビトゥス、生態心理学、グローバリゼーション

11

フィールドワークとは何か

コミュニケーション力、主観と客観そして観

12

フィールドワークの方法

民族誌、マリノフスキー、異文化理解

13

フィールドワーク教育の事例(1)

フィールドワークの実践とその効果、自己理解と他者理

解、社会性の獲得

14

フィールドワーク教育の事例(2)

フィールドワークの実践とその効果、自己理解と他者理

解、社会性の獲得

15

文化人類学の学問的役割

他者理解、倫理、実践

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書の内容理解と講義内容理解を尺度とした客観テストと論述テスト60 ％
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参考書については授業時に、随時紹介する。

　「文化人類学入門」を履修した後、（あるいは履修する前でも可能であるが）文化人類学に関心のある学生ならば、「文化人類学」、「比較文化

論」、及び「エスニシティ論」を履修することをすすめる。以上、四つの授業科目を履修することで、文化人類学についての知識・考え方を修得でき

る。

この授業で、大学の学問に目覚められるようにします。質問は、メールでも、そして個別でも受け付けます。

「求めよさらば与えられん」です。

Ｅメール及び個人面談（オフィスアワーについては授業中に指示する）

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 教科書の内容理解と講義内容理解を尺度とした客観テスト（日付は学生に通達する）

　出席点（日付等を決めずに、時折実施する） 

40 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

フィールドワーク教育入門 原尻英樹／玉川大学出版部／4-472-40329-3／

文化人類学の方法と歴史  原尻英樹 ／新幹社／ISBN978-4-88400-009-7／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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文化人類学の基本的考え方をその学説史を中心にして講義するとともに、文化人類学によって始められたフィールドワークの実践を、具体的な

調査を基にして検討する。

  本授業は一回生前期の授業なので、あらかじめとっておくべき授業はない。

　しかしながら、「文化人類学入門」を履修した後、（あるいは履修する前でも可能であるが）文化人類学に関心のある学生ならば、「文化人類

学」、「比較文化論」、及び「エスニシティ論」を履修することをすすめる。以上、四つの授業科目を履修することで、文化人類学についての知識・

考え方を修得できる。

教科書の読書を基本として、その延長上に参考書等の読書がある。

単位数 /  Credit 2

文化人類学入門 (SB)

担当者名 /  Instructor 原尻 英樹

13560

　目標は三本柱である。

（１）初期導入教育として、大学での学問の取り組み方についての理解とそのスキルへの自覚。

（２）文化人類学を中心とした社会科学の考え方の基礎を獲得すること。

（３）フィールドワーク実践の動機づけとその方法についての理解獲得。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

現代社会が必要とする人間と大学の役割

コミュニケーション力、フィールドワーク、学問

2

文化人類学の世界

文化人類学、 先端研究、異文化理解

3

人種主義との対決

単系進化、多系進化、人種

4

アメリカ文化人類学

文化相対主義、ボアズ、全体的アプローチ

5

構造主義以前の文化人類学

政治性、実証主義、経験主義

6

教育人類学と心理人類学

文化化、異文化間教育

7

イギリス社会人類学

比較社会学、社会構造、フィールドワーク

8

構造主義の考え方とその系譜(1)

関係性、全体性、交換性

9

構造主義の考え方とその系譜(2)

関係性、全体性、交換性

10

構造主義以後の文化人類学

ハビトゥス、生態心理学、グローバリゼーション

11

フィールドワークとは何か

コミュニケーション力、主観と客観そして観

12

フィールドワークの方法

民族誌、マリノフスキー、異文化理解

13

フィールドワーク教育の事例(1)

フィールドワークの実践とその効果、自己理解と他者理

解、社会性の獲得

14

フィールドワーク教育の事例(2)

フィールドワークの実践とその効果、自己理解と他者理

解、社会性の獲得

15

文化人類学の学問的役割

他者理解、倫理、実践

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書の内容理解と講義内容理解を尺度とした客観テストと論述テスト60 ％
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参考書については授業時に、随時紹介する。

　「文化人類学入門」を履修した後、（あるいは履修する前でも可能であるが）文化人類学に関心のある学生ならば、「文化人類学」、「比較文化

論」、及び「エスニシティ論」を履修することをすすめる。以上、四つの授業科目を履修することで、文化人類学についての知識・考え方を修得でき

る。

この授業で、大学の学問に目覚められるようにします。質問は、メールでも、そして個別でも受け付けます。

　「求めよさらば与えられん」です。

Ｅメール及び個人面談（オフィスアワーについては授業中に指示する）

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 教科書の内容理解と講義内容理解を尺度とした客観テスト（日付は学生に通達する）

　出席点（日付等を決めずに、時折実施する） 

40 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

フィールドワーク教育入門  原尻英樹 ／玉川大学出版部／4-472-40329-3／

文化人類学の方法と歴史 原尻英樹／新幹社／ISBN978-4-88400-009-7／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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　この科目は受講生に対する知識の注入をおよそ目的としていない。教育とは知識の注入ではない。教育とは自らの生き方・世界観を絶えず吟

味し変革していくプロセスであり、教師はその産婆である。この講義は学生諸君が自ら化学反応を起こすための触媒である。この講義が学生諸

君の世界認識・自己変革の手助けとなることを切に願っている。また、学問とは常識批判である。学生諸君の「先入観を裏切る」講義をめざして

いる。

　この科目は国際関係学部の２回生以上を対象とする平和学講義である。平和に関する思想は古くからあり、また哲学、政治学、法学などの諸

学問が平和について考察することも古くからあるが、他の学問から区別される固有の学問として平和学が始まったのは1950年代の冷戦期であ

る。平和学とは「戦争の原因と平和の条件を探究する学問」であるといわれる。平和学は米ソ核戦争による世界の破滅を防ぐための知的営為と

して始まった。1950年代に他の学問から区別される固有の学問として始まったとはいえ、平和学はさまざまな学問的方法を使う学際性を特徴とし

ている。

　平和学は知識を獲得して終わる学問ではない。平和学とは、自分自身の生き方を変革し、世界を平和的に変革するプロジェクトである。この科

目の履修を終えた学生諸君が、このプロジェクトに参加することを切望している。平和学が発展するばかりで、世界が平和にならないのでは意味

がない。世界の暴力を少しずつ克服するために、この科目が何らかの役に立つならば、担当者としてうれしく思う。

単位数 /  Credit 2

平和学入門 (GA) § 立命館で平和を学ぶ (GA)

担当者名 /  Instructor 君島 東彦

13704

・ 第２次世界大戦、アジア太平洋戦争（15年戦争）が提起する諸問題──総力戦体制、学徒出陣、アウシュヴィッツ、ヒロシマ・ナガサキ、シベリ

ア抑留等々──を理解している。

・ 戦争と芸術と平和の関係について理解している。

・ 平和学の特徴・現状について理解している。

・ 日本国憲法９条について理解している。

・ ミリタリー・軍隊の任務をシビリアンあるいはNGOで置き換えるという方向性について理解している。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

3/11の平和学──3/11に平和学はどのように応答する

か

戦争と大学──戦没学生記念像＜わだつみのこえ＞か

ら考える（１）

田中正造の平和思想の復権、ミリタリーの変革とNGO

の可能性

日本戦没学生記念会編『きけ わだつみのこえ』

戦没学生記念像＜わだつみのこえ＞の軌跡、「８人兄

弟」はどこにいるか？

高野悦子『二十歳の原点』

立命館大学の戦争協力（国防学講座、国防学研究所、

石原莞爾の教授・所長就任）

文部省映画＜学徒出陣＞（1943年）、映画＜きけ、わだ

つみの声＞（1950年、1995年）

第2回

戦争と大学──戦没学生記念像＜わだつみのこえ＞か

ら考える（２）

わだつみのこえをいかに聴くか、木村久夫の遺書

総力戦体制論

第3回

平和博物館の役割

戦争博物館と平和博物館

広島平和記念資料館、長崎原爆資料館、沖縄県平和

祈念資料館、ひめゆり平和祈念資料館、岡まさはる記

念長崎平和資料館

大阪国際平和センター（ピースおおさか）、立命館大学

国際平和ミュージアム、第五福竜丸展示館

靖国神社遊就館

ホロコースト・メモリアル・ミュージアム（ワシントンDC）

第4回

ヒロシマ・ナガサキをもたらしたもの、ヒロシマ・ナガサキ

がもたらしたもの（１）

マンハッタン・プロジェクト、

戦略爆撃、無差別爆撃

第5回

ヒロシマ・ナガサキをもたらしたもの、ヒロシマ・ナガサキ

がもたらしたもの（２）

運命共同体としての人類、世界政府論、世界連邦運動

核兵器開発競争、核軍拡競争

日本政府による核武装の模索

核抑止論

第6回

ヒロシマ・ナガサキをもたらしたもの、ヒロシマ・ナガサキ

がもたらしたもの（３）

芸術家にとってヒロシマ・ナガサキとは何であったか

ヒロシマ・ナガサキをどう思想化するか

ヒロシマ・ナガサキをどのように教えるか

第7回

ヒロシマ・ナガサキをもたらしたもの、ヒロシマ・ナガサキ

がもたらしたもの（４）

核兵器廃絶をめざす動き、反核運動

「原子力の平和利用」と潜在的核保有
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第１回の授業のときに配布する詳細なシラバスに、毎回予習すべき内容が書かれているので、それにしたがって予習してほしい。

また、シラバスに数多くの参考書を挙げているので、授業をひとつのきっかけとして主体的に学びを深めてほしい。

毎回の授業は、わたしのレクチャーとグループ・ディスカッション（10分程度）から成る。

レクチャー中の私語は厳禁する。私語がひどい場合は、学期の途中で当該学生の受講を禁止することがある。

グループ・ディスカッションでは活発な議論を期待する。また授業後、毎回、コミュニケーション・ペーパーを提出してもらう。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

第8回

シベリア抑留とは何だったのか（１）

シベリア抑留の前提・前段階としての満州事変、日中戦

争

高杉一郎、香月泰男、石原吉郎、内村剛介

第9回

シベリア抑留とは何だったのか（２）

抑留帰還者の運動、シベリア特措法（2010年）

より大きな構図としての収容所群島

20世紀の特徴としての強制収容所（ナチスドイツ、ソ連、

米国など）

第10回

戦争と芸術家と平和──その諸相

総力戦体制下の芸術家

芸術家の戦争批判

芸術のパトロンという問題

第11回

平和学の誕生と現状

世界初の平和学の授業（米国インディアナ州マンチェス

ター・カレッジ、1948年）

オスロ平和研究所（1959年）

国際平和研究学会の設立（1964年）

日本平和学会（1973年）

日本初の平和学の授業（四国学院大学、岡本三夫氏、

1976年）

第12回

多面体としての憲法9条

さまざまな側面を持つ憲法９条

ワシントン、大日本帝国、日本国民、沖縄、東アジア、地

球市民社会から９条を見る

このようにして初めて憲法９条の全体像がわかる

第13回

ミリタリーからシビリアンへ、軍隊からNGOへ（１）

いまミリタリーが行なっている任務をシビリアンあるいは

NGOの任務に置き換えていくことが課題

ミリタリーの９つの機能

第14回

ミリタリーからシビリアンへ、軍隊からNGOへ（２）

NGOはいかにして平和をつくるか

第15回

ノーベル平和賞について

ノーベル平和賞の原点、100年におよぶ軌跡、現状

君島もノーベル平和賞を毎年ノミネートしている、これま

で誰をノミネートしてきたか

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 15回の授業全体の理解をはかるレポート課題を出す。30 ％

平常点評価 　毎回授業中にグループ・ディスカッションを行なう。出席、グループ・ディスカッションにおける

貢献度、平常点レポート2回の合計を平常点とする。

　授業中の私語は他の受講生の学習権の侵害である。私語は厳禁する。私語がひどい場合

は、学期の途中で当該学生の受講を禁止することもありうる。

70 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

平和学を学ぶ人のために 君島東彦編／世界思想社／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新版　きけ わだつみのこえ 日本戦没学生記念会編／岩波文庫／／

「わだつみのこえ」を聴く──戦争責任と人間の

罪との間

五十嵐顕／青木書店／／

日本戦没学生の思想──わだつみのこえを聴く 岡田裕之／法政大学出版局／／

総力戦と現代化 山之内靖ほか／柏書房／／

「戦争体験」の戦後史 福間良明／中公新書／／

訪ねてみよう戦争を学ぶミュージアム／メモリア

ル

［記憶と表現］研究会／岩波ジュニア新書／／
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原子爆弾の誕生（上・下） リチャード・ローズ著／神沼二真・渋谷泰一訳／紀伊國屋書店／／

オッペンハイマー──「原爆の父」と呼ばれた男

の栄光と悲劇（上・下）

カイ・バード＆マーティン・シャーウィン著／河邉俊彦訳／PHP研究所／／

原爆を投下するまで日本を降伏させるな 鳥居民／草思社文庫／／

新訂版　戦略爆撃の思想──ゲルニカ、重慶、

広島

前田哲男／凱風社／／

湯川秀樹とアインシュタイン──戦争と科学の

世紀を生きた科学者の平和思想

田中正／岩波書店／／

"核”を求めた日本──被爆国の知られざる真

実

「NHKスペシャル」取材班／光文社／／

原発とヒロシマ──「原子力平和利用」の真相 田中利幸／ピーター・カズニック／岩波ブックレット／／

ヒバクシャ・シネマ──日本映画における広島・

長崎と核のイメージ

ミック・ブロデリック編著／現代書館／／

ナガサキから平和学する！ 高橋眞司・舟越耿一編／法律文化社／／

原爆体験の思想化──反原爆論集１ 石田忠／未来社／／

核兵器使用の違法性──国際司法裁判所の勧

告的意見

ジョン・バローズ著／浦田賢治監訳／早稲田大学比較法研究所／／

地球の生き残り──解説・モデル核兵器条約 メラフ・ダータン／フェリシティ・ヒル／ユルゲン・シェフラン／アラン・ウェア著／浦田賢

治編訳／日本評論社／／

イアブック核軍縮・平和　2011 梅林宏道監修／高文研／／

シベリア抑留とは何だったのか──詩人・石原

吉郎のみちのり

畑谷史代／岩波ジュニア新書／／

シベリア抑留──未完の悲劇 栗原俊雄／岩波新書／／

極光のかげに──シベリア俘虜記 高杉一郎／岩波文庫／／

シベリア鎮魂歌──香月泰男の世界 立花隆／文藝春秋／／

香月泰男シベリア画文集 山口県立美術館監修／中国新聞社／／

シベリア抑留と戦後日本──帰還者たちの闘い 長澤淑夫／有志舎／／

グラーグ──ソ連集中収容所の歴史 アン・アプルボーム著／川上洸訳／白水社／／

収容所群島１─６ ソルジェニーツィン作／木村浩訳／新潮社／／

ホモ・サケル──主権権力と剝き出しの生 ジョルジョ・アガンベン著／高桑和巳訳／以文社／／

芸術と平和（平和研究第29号） 日本平和学会編／早稲田大学出版部／／

文学報国会の時代 吉野孝雄／河出書房新社／／

戦争と美術 司修／岩波新書／／

音楽を動員せよ──統制と娯楽の十五年戦争 戸ノ下達也／青弓社／／

総力戦と音楽文化──音と声の戦争 戸ノ下達也／長木誠司編著／青弓社／／

パブロ・カザルス　鳥の歌 ジュリアン・ロイド・ウェッバー編／池田香代子訳／ちくま文庫／／

芸術のパトロンたち 高階秀爾／岩波新書／／

平和学のすすめ──その歴史・現状及び課題 斎藤哲夫・関寛治・山下健次編／法律文化社／／

構造的暴力と平和 ヨハン・ガルトゥング／中央大学出版部／／

軍事学入門 防衛大学校・防衛学研究会編／かや書房／／

文民統制──自衛隊はどこへ行くのか 纐纈厚／岩波書店／／

米軍再編の政治学──駐留米軍と海外基地の

ゆくえ

ケント・Ｅ・カルダー著／武井揚一訳／日本経済新聞出版社／／

帝国解体──アメリカ 後の選択 チャルマーズ・ジョンソン著／雨宮和子訳／岩波書店／／

戦争放棄と平和的生存権 深瀬忠一／岩波書店／／

市民的不服従 寺島俊穂／風行社／／

人道的介入 上敏樹／岩波新書／／

非武装のPKO──NGO非暴力平和隊の理念と

活動

君島東彦編著／明石書店／／

戦争における「人殺し」の心理学 デーヴ・グロスマン／ちくま学芸文庫／／
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第１回の授業のときに、20ページにおよぶ詳細なシラバスを配布する。このシラバスに、さらに多くの参考書が挙げてあるので、これも参照し

てほしい。

第１回の授業のときに配布する詳細なシラバスに、参考になるウェブサイトが挙げてあるので、参照してほしい。

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

「戦争」の心理学──人間における戦闘のメカニ

ズム

デーヴ・グロスマン＆ローレン・W・クリステンセン／二見書房／／

平和憲法の確保と新生 深瀬忠一・上田勝美・稲正樹・水島朝穂編著／北海道大学出版会／／

NGOから見る国際関係──グローバル市民社

会への視座

毛利聡子／法律文化社／／

The Nobel Peace Prize:  What Nobel Really 

Wanted

Fredrik S. Heffermehl／Praeger／／

田中正造文集（１・２） 田中正造／岩波文庫／／

真の文明は人を殺さず 小松裕／小学館／／

田中正造と民衆思想の継承 花崎 皋平／七つ森書館／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　この講義では、平和学の学問的形成過程を見ていく中から、その時代状況に応じて、「平和」概念の広がりをみていくこととする。

　平和学は、学際的な学問であり、平和学の全貌をお伝えすることはできないが、平和学の「ものの考え方」を体得することのできるように、その

時々のトピックを中心に取りあげながら、自らの考える「平和」とは何かを考える手がかりを提供したい。

　「平和」は、お題目のように唱えているだけでは実現しない。自らが主体的に「平和」の担い手（つくり手）になることによってのみ、実現されるこ

とを理解し、このことの意味を考えながら、他者や他文化理解を深めると同時に、自分の考え方を一方的に押しつけるのではなく、お互いの考え

方を聞き、ともに支え合って生きることの重要性を、一緒に考えてみよう。

「戦争の歴史と現在」（産業社会学部、文学部）で、平和を阻害する要因としての「直接的暴力」に関わる講義を行うので、あわせて履修しておくこ

と。

講義で指示されたテキストの該当箇所を事前・事後に読んでくること

平常点レポートとして課すレポートに取り組むこと

新聞・ニュース・インターネットで流されてくる情報を注意深く見る習慣を身につけること

単位数 /  Credit 2

平和学入門 (GB) § 立命館で平和を学ぶ (GB)

担当者名 /  Instructor 池尾 靖志

16383

１）立命館大学において、「平和」という概念を軸に大学で学ぶとはどういうことか、各自のイメージを豊かなものにすることができる。

２）平和学の学問的発展プロセスをフォローすることによって、今日のグローバル社会の構造を理解し、社会的な矛盾を解決するための手がかり

をつかむことができる。

３）マスコミの伝える情報にのみこまれるのではなく、主体的に情報を取捨選択し、自らが「平和」をつくり出す担い手になることができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

平和学とは何か

平和学の学際的性格、立命館国際平和ミュージアム

2

「平和」を展示する試み：立命館国際平和ミュージアムに

おける世界報道写真展

戦争、平和、フォトジャーナリズム

3

直接的暴力（１）：原子力の「平和利用」と「軍事利用」

核兵器の被害、ヒロシマ・ナガサキ、フクシマ

4

直接的暴力（２）：核のない世界へ

NPTレジーム、第２トラック外交、平和市長会議

5

直接的暴力（３）：小型武器

小型武器、子ども兵、クラスター爆弾、対人地雷禁止条

約

6

構造的暴力（１）：南北問題

南北問題

7

構造的暴力（２）：累積債務問題と構造調整政策

構造調整政策、累積債務問題、IMF、GATT、WTO

8

構造的暴力（３）：グローバル化のひずみ

グローバル化、新自由主義

9

構造的暴力（４）：地球環境問題

気候変動枠組み条約、京都議定書

10

構造的暴力（５）：戦時における性暴力

性暴力、国際人権法

11

文化的暴力（１）：エスニック紛争

エスニシティと民族、エスニック紛争

12

文化的暴力（２）：日本軍慰安婦問題

日本軍慰安婦、歴史問題、教科書問題、

13

平和をつくる（１）：国際協力

国際レジーム、ODA、国連、

14

平和をつくる（２）：第２トラック外交

第２トラック外交、世界社会フォーラム、NGO

15

平和をつくる（３）：自分たちにできることは？

立命館大学で学ぶということ
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講義の中で、講義に関係する参考文献を随時紹介する。

担当者のホームページを時折のぞくこと。（http://www.yikeo.com）

講義内容は、概ね以上のような内容を考えているが、その時々の政治・社会状況に応じて、講義内容を入れ替えたり、内容を変更することがあ

るので注意すること。

テキストを必ず持参すること。

講義中にみせるパワーポイントは、コースツールにアップするが、補足事項を板書するので、この講義用のノートを持参すること。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 論述２問

１問は、講義で説明する平和学に関する基本的な考え方を理解しているか、もう１問は、講義を

踏まえて、「平和創造」にむけて自分には何ができるのかを述べる問題。

多様な考え方がある中で、論理的に説明することができるかどうかを評価する。自分の言葉で

表現すること。

80 ％

平常点評価 コースツールでレポートを３回課す。そのうち、２回以上を提出すること。（１問１０点で採点す

る。）

３回提出した場合は、定期試験とあわせて１１０点満点として採点し、１００点を超した場合は

１００点として評価する。

レポートはいずれも２０００字以上とし、コースツールで提出すること。参考文献を明記すること。

20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

平和学をつくる 池尾靖志編／晃洋書房／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

地域から平和をきずく 池尾靖志・伊波洋一・井原勝介／晃洋書房／／

自治体の平和力 池尾靖志／岩波書店／978-4002708485／

もうひとつの世界は可能だ―世界社会フォーラ

ムとグローバル化への民衆のオルタナティブ

ウィリアム・F. フィッシャー、トーマス・ポニア編集／日本経済評論社／978-4818815667

／

学生との直接対話／Talk with Students
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この授業では、メンタルヘルスに関わって、ストレス、こころのメカニズム、自己認知、こころの病、心理療法など、さまざまな側面からとりあげる。

これらメンタルヘルスに関連する基本的知識はもとより、自己理解と自身のストレス対処能力の向上（心理的特性の理解、自らが抱えている問

題とその心理的構えの理解、コーピングの検討など）も重要なテーマとなる。

特にありません。

学問的知識を自らのこころの健康に役立たせるように、主体的に学んでください。出席できなかった日の講義内容は自主的に補い、また理解が

進まなかった部分については読み返すなどして、しっかり復習してください。また、自身の日々のメンタルヘルスに意識的になって、リフレクション

をしながら授業に臨んでください。

単位数 /  Credit 2

メンタルヘルス (GA)

担当者名 /  Instructor 安田 裕子

13559

１．メンタルヘルスにまつわる心理学の基本的知識を理解する。

２．自分自身のメンタルヘルスへの理解と対処能力を向上させる

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

メンタルヘルスとは

ストレッサー、ストレス反応

第2回

自己理解のすすめ

ジョハリの窓

第3回

病前性格

ストレス耐性、ストレスへの脆弱性

第4回

こころのメカニズム

意識と無意識、防衛機制、葛藤

第5回

自己の認知

原因帰属、行動パターン

第6回

家族のなかでの個の成長

乳児期・幼少期、母子関係、社会性の発達

第7回

アイデンティティ

思春期・青年期、経験と将来展望

第8回

発達過程で生じる障害や問題

ADHD（ADD）、学習障害、高機能自閉症

第9回

こころの病1

うつ病、統合失調症

第10回

こころの病2

不安障害、パーソナリティ障害

第11回

身体へのアプローチ

動作法、ソマティック・エクスペリエンス（SE）

第12回

カウンセリングの基本

来談者中心療法

第13回

認知と行動へのアプローチ

行動療法、認知療法、認知行動療法

第14回

こころの健康

ストレスマネージメント、リラクゼーション

第15回

まとめと振り返り

生態学的アプローチ、セルフマネージメント、予防

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容を理解しているかどうかを確認する試験を行います。重要語句の理解を踏まえた論述

形式の試験によって、理解度を確認します。

60 ％

平常点評価 授業の感想（2～3回）10％、レポート課題15％、リフレクション課題15％によって、平常点として

評価します。

40 ％
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教科書は指定せず、授業用レジュメを作成し、授業ごとに配布します。

学習内容には、演習や自身らのメンタルヘルスに関するリフレクションを含みます。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

はじめて学ぶ メンタルヘルスと心理学―「ここ

ろ」の健康をみつめて

吉武光世 編著／学文社／978-4-7620-1374-4／

メンタルヘルスへのアプローチ 臨床心理学、社

会心理学、精神医学を融合して

西村健 監修　藤本修・白樫三四郎・高橋依子 編／ナカニシヤ出版／978-4-7795-

0320-7／

よくわかる臨床心理学 下山晴彦 編／ミネルヴァ書房／978-4-6230-3709-4／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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この授業ではメンタルヘルスについて、さまざまな側面からとりあげる。ストレスなどについての基本的知識を身につけることだけではなく、受講

者自身の自己理解（心理的特性の理解、自分が抱えている問題に対しての心理的構えの理解など）も重要なテーマとなる。また、ストレスへの対

処法を実習的に学ぶ。

特になし。

紹介された参考文献等を読み、さらに知識を深める。

単位数 /  Credit 2

メンタルヘルス (GB)

担当者名 /  Instructor 徳田 完二

16220

１．メンタルヘルスに関する基本的な知識を理解する。

２．自分自身のメンタルヘルスケア能力を向上させるスキルを身につける。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

メンタルヘルスとは

メンタルヘルスに関わる諸能力

２

心のメカニズム

意識と無意識、防衛機制

３

心の発達とメンタルヘルス１

乳幼児期、児童期

４

心の発達とメンタルヘルス２

青年期

５

ストレスとコーピング

ストレス、コーピング、リラクセーション技法

６

適応とメンタルヘルス　睡眠とメンタルヘルス

外的適応、内的適応、睡眠、夢

７

心の問題についての理解１

精神病、神経症、パーソナリティ・ディスオーダー

８

心の問題についての理解２

虐待、ドメスティックバイオレンス

９

心理療法について１

内界指向的心理療法

１０

心理療法について２

行動指向的心理療法、システム指向的心理療法

１１

被害体験とメンタルヘルス

被害者の心理、ストレスマネジメント

１２

心理療法について３

心理療法の過程、箱庭療法、遊戯療法

１３

メンタルヘルスと学生相談

青年期の心理的問題、学生期ライフサイクル

１４

病気とパーソナリティ　メンタルヘルスにかかわる対人ス

キル

病前性格、受容、傾聴

１５

授業の総括と検証テスト

この授業で学んだもの

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 １．日常的な授業における取組状況の評価（50％）。これについては、授業中に数回、小課題に

取り組み、提出する。

２．学習到達度を確認するテストを行う（50％）。これについては、 終授業日の一部を用いて

行う。

100 ％
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この授業には体験学習や自己の体験の振り返りという要素が含まれます。それを通して、スキルの向上や自己理解に役立てて下さい。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

無意識の構造 河合隼雄／中央公論社／978-4-12-100481-9／

少年期の心 山中康裕／中央公論社／4-12-100515-5／

カウンセリングと精神療法 氏原寛・成田義弘（編）／培風館／4-12-100515-5／

収納イメージ法 徳田完二／創元社／978-4-422-11425-5／

青年期 笠原嘉／中央公論社／／

児童虐待 川崎二三彦／岩波書店／／

ギャンブル依存症 田辺等／NHK出版／／

心のメッセージを聴く 池見陽／講談社／4-06-149241-1　C0211／

子どもと自然 河合雅雄／岩波書店／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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今日ヨーロッパは統合へと向かって進んでいる。二回の世界大戦ののち，フランス・ドイツ・イギリスといった国民国家がせめぎ合う時代は終わり

を告げ，ヨーロッパは国家を越えて，より広域な経済・政治体制のもとに統合されつつある。このようなヨーロッパという文化的政治的なまとまりが

どのように形成され，発展していくのかを概観する。 

単位数 /  Credit 2

ヨーロッパの歴史 (S)

担当者名 /  Instructor 佐藤 專次

13625

ヨーロッパ世界の形成・発展を理解する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ヨーロッパの風土・民族・宗教   

ロマンス語，ゲルマン語，スラヴ語，カトリック，東方正

教，プロテスタント   

2

後期帝政のローマとキリスト教の発展　   

３世紀の危機，ディオクレティアヌス，西ローマの滅亡，

キリスト教の発展 

3

ケルト人とゲルマン人  

ドルイド，タキトゥス，ヴォーダン，供犠祭 

4

ゲルマン人の移動と部族王国   

西ゴート，ガイセリック，テオドリック   

ゲルマン人の移動と部族王国   

   

5

イスラームと地中海世界の分裂   

ウマイヤ朝，ピレンヌ=テーゼ，交易の活発化 

6

東ローマ帝国からビザンツ帝国へ     

ユスティニアヌス，テマ制，マケドニア朝   

7

フランク王国の成立   

サリ族，クローヴィス，ピピン，カロリング朝   

8

カール大帝とフランク王国   

ザクセン族，カールの戴冠，カロリング=ルネサンス   

9

ノルマン人とイングランド王国の成立   

ノルマンディー公領，デーン人，アルフレッド大王，ノル

マン=コンクェスト   

10

技術革新と人口の増大      

水車，カルッカ，三圃制，収穫率   

11

修道院改革とグレゴリウス改革   

聖遺物崇拝，クリュニー修道院，レオ９世，叙任権闘争 

  

12

十字軍とラテン=キリスト教世界の膨張   

 

クレルモン宗教会議，民衆十字軍，東方植民，レコンキ

スタ   

13

中世都市の誕生   

 

キヴィタス，商人定住地，商人ギルド，コミューン運動 

14

たそがれる中世世界

黒死病，廃村，領主経済の危機

15

近代世界へ向けて

大航海時代の到来，主権国家の出現

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 90 ％

平常点評価 出席状況10 ％
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拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『教養のための西洋史入門』 中井義明ほか／ ミネルヴァ書房　／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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私たちは本来的に質の高い文化を渇望する存在であるし、社会の繁栄にとっても文化の充実は欠かせないものといえる。本講義では以上の前

提に立ち、文化という現象の特質について歴史資料の読解を踏まえながら論じていく。おもに江戸時代、京都・大坂を中心に活躍した商家の

ケースをとりあげるが、都市文化の創成と隆盛に関し、実は商業資本こそが も重要な役割を担ったという事実を指摘したい。本講義で紹介す

る歴史理解は、現代社会の課題としてしばしば語られる「企業の社会的責任」といった問題を考えるにさいしても十分に有益となるだろう。

第２講から第１１講において「参考図書」を指示する。比較的入手し安いものに限るので、本講義に課す「読書レポート」とは別に、なるべく目を通

すことがのぞましい。

単位数 /  Credit 2

歴史観の形成 (S)

担当者名 /  Instructor 海原 亮

13694

本講義では、文化史上の特殊なテーマを扱う。もとより正しい歴史理解は必要だが、微細な史実のひとつひとつにつき“暗記”する能力は全く求

めない。鍵となる概念は講義で適宜、述べていくので、大まかな歴史の流れをつかんでほしい。また、必要に応じ歴史を自分で調べていくテク

ニックも紹介していきたい。歴史資料の物語るところ、史実の精読を通じて、生活のあらゆる場面に歴史の蓄積があることを知り、そこから何かを

学ぶ姿勢を是非とも身につけてほしい。定期考査・課題では、以上の点を も重視して評価する予定である。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

イントロダクション

本講義の概要、到達目標を述べる。また、提出を求める

課題につき説明する。

２、３

そもそも誰が文化を創るのか？

本講義全体を理解するための緒論である。近代（大正

～昭和期）・現代の文化事象を例に、企業家・リーダー

層が文化・社会の形成にどう関わったのかをみる。社会

のなかで、本来的に文化を支える存在とは何か？文化

を支える仕組みとはどのようなものであったか？につい

て総括的な見解を述べる。

４、５

都市商業の発達と文化

以降の各講では、江戸時代中期以降における京・大坂

および畿内の在郷町の事例を具体的にみていく。当時

の文化状況の総体を理解するためにどのような史料を

活用すればよいだろうか？ともに考えよう。

６、７

文化の「商品化」という問題

社会の経済的安定は人びとの生活水準のみならず文

化の質的向上を促した。娯楽の限られた当該期にあっ

て、人びとの精神世界を充足させる信仰の文化は重要

な社会の要素といえる。その実態につき都市京都の事

例をとりあげ、文化の総体が商業資本の動向と密接に

関わっていたことを検証する。

８、９

「伝統」の継承

江戸時代京都における商家の具体的な史料を読む（あ

る伝統的な商業分野をとりあげる予定）。当時の商人た

ちが有した社会規範とはどのようなものか。また、その

歴史的特質が伝統の継承にどのような影響をもたらし

たのかを考え、文化と商業資本の関係構造について考

察する。

１０、１１

商家の社会的役割

商家は業務上の必要から多様な情報を独自に集積す

る能力を有した。ここでは商家の存在そのものが都市社

会の維持・展開に不可欠な重要な機能を担った事実を

指摘する。商家の留書・世相情報などを中心に史料を

読む。

１２～１４

商家と学問

当時の商人たちが理論的な支柱とした学問の実態と

は。彼らが積極的に学び、ときに自らの資力を注力して

発展させようとした都市の学問は、どのような展開を遂

げたか。都市大坂の事例を中心に史料を読んでいく。

１５

本講義のまとめ

到達目標に沿って、大まかな流れとポイントをふりかえ

る。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容の理解度をたしかめる。また、到達目標に沿って、歴史を学ぶことに対する意識・姿

勢を問う。

70 ％
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教科書は使用しない。毎回、史料レジュメを配布する。

その他の参考書は適宜、指示する。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 上記「授業外学習の指示」で掲げた「参考図書」に関する①「読書レポート」および、②「フィール

ドワークレポート」を課す予定である。レポートの主旨と提出のルールについては、第１講で説

明する。

30 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

天下泰平 横田冬彦／講談社／978-4062919166／

近世的世界の成熟 荒野泰典／吉川弘文館／978-4642017060／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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論理とは、ことばや記号を媒介とする思考の根底にある構造である。この構造に支えられて、推理や論証という活動が可能になる。ことばや記号

による表現の検討を通じ、論理のしくみを客観的に考えることによって、論理や論証の実践的技能の基礎作りを試みる。 

プリントを使用する。 

単位数 /  Credit 2

論理と思考 (S)

担当者名 /  Instructor 高木 敏美

13512

・命題の真偽、論証の妥当性、必然性と可能性、論理的真理と矛盾など、論理的な概念を理解し活用することができる。

・命題や論証の論理的性質を検討し、また論理的な推論を行うために、図、表、記号などを場合に応じて柔軟に用いることができる。

・具体的状況に於いて推理、判断能力を試す問題に対処することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

講義への導入と概要

論証の学、反証の学

第２回

日常言語での論証-1  

論証の妥当性

第３回

日本語と論理

記号化

第４回

真理関数的論理・・・命題論理-1

真理値

第５回

真理関数的論理・・・命題論理-2

真理値

第６回

真理関数的論理・・・命題論理-3

トートロジー

第７回

意味論と構文論(公理系)

記号、意味、世界

第８回

公理系・・・その導入

規則に従う

第９回

一般性・・・述語論理-1

全て、　～が在る

第１０回

一般性・・・述語論理-2

ヴェン図-1

第１１回

一般性・・・述語論理-3

ヴェン図-2

第１２回

自然演繹法

規則に従う

第１３回

様々な問題-1

過去問

第１４回

様々な問題-2

実践へ

第１５回

総括講義

目標到達の確認

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 各回で取り上げた基本問題や概念についてきちんと理解できているかどうかを評価する。80 ％

平常点評価 毎回の授業終了前に、授業内容の理解度を確認する小テストを実施する。20 ％
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上記以外は、適宜紹介する。 

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

入門！ 論理学 野矢茂樹／中公新書／978-4121018625／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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This course will introduce students to the central topics, concepts and methods of socio-cultural anthropology, which can be broadly defined 

as the study of human cultures and societies. It will survey the key areas of inquiry in contemporary socio-cultural anthropology and offer 

insights into how the seemingly most commonsensical aspects of any person’s life can be informed by the cultural and social contexts of which

they consider themselves a part. 

The course will draw on ethnographic examples and case studies from a variety of cultures, but contemporary Japan will play a major role, in 

order to provide students with an interpretational framework for a better understanding of the context where we are living. 

Group discussion about the topics will be a fundamental part of the classes, and each student will contribute to the discussion. Part of the 

assessment will be based on the group work.

Since this is an introductory course, no particular preparatory study is required. However, please, check the assignments for the first lesson.

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS106 Introduction to Anthropology (RB) § Introduction to Anthropology (RB) § ヴィジョン形

成特殊講義（Introduction to Anthropology） (RB)

担当者名 /  Instructor DE ANTONI ANDREA

16614

The course aims to introduce the key debates and understandings within socio-cultural anthropology. It will allow students to:

- understand key concepts and terminology of socio-cultural anthropology

- develop a cultural perspective, to realize that anthropology involves a way of seeing, a frame of reference for interpreting people's behaviour 

in all societies

- develop an acceptance and appreciation of people informed by different cultures, and maintain a non-judgmental attitude

- understand social relationships, for a comprehension not only of man, society and culture in general, but also of ourselves, our experiences, 

our own societies and cultures, as well as of the particular context where we are living at present.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

Course Outline and Schedule/What is Anthropology?

Explanation of Attainment Objectives, Procedures, 

Grading Methods, and Additional Readings / The Scope 

of Anthropology, The Anthropological Method, The 

Subfields of Anthropology

Assignment: Hendry, "Introduction"; Haviland, "The 

Essence of Anthropology"

2

What is Culture?

The Concept of Culture, Characteristics of Culture, 

Symbolic Classifications, Cultural Relativism

Assignment: Hendry, "Chapter 1"; Haviland: 

"Characteristics of Culture"

3

Disgusting, Forbidden and Unthinkable

Purity and Pollution, Taboo, Sacred and Profane

Assignment: Hendry: "Chapter 2"; Douglas, M. 1966. 

Purity and Danger: an Analysis of Concepts of 

Pollution and Taboo. Chapt. 3 "The Abominations of 

Leviticus" (pp. 42-58)

4

Gift and Exchange

Exchange, Reciprocity, Introduction to Economic 

Systems

Assignment: Hendry: "Chapter 3"; Further Readings to 

Be Decided

5

Gift and Exchange 2, Round-up discussion, Introduction 

to the notion of ritual

Reciprocity, ritual

Assignment: Hendry: "Chapter 4"; Further Readings to 

Be Decided



2012 年度シラバス立命館大学

Students are required to complete the assigned readings and to come to class prepared to discuss them. Your class participation will be a part 

of your evaluation process (see below). 

Assigned and suggested readings will be posted in further versions of the syllabus.

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

6

The Anthropology of Ritual

Symbols, Liminality, Rites of Passage, Introduction to 

the Concept of Identity, Anthropological Interpretation 

of Symbolism

Assignment: Hendry: "Chapter 5"; Charsley, 

"Interpretation and Custom: The Case of the Wedding 

Cakes" (Downloadable from the Course Tool page)

7

The Anthropology of Art

Art and Religion, Commodification, Representation, 

Aesthetics

Assignment: Hendry: "Chapter 6"; Further Readings to 

Be Decided

8

Religion and Cosmology

The Concept of Cosmology, Myth and Mythology, the 

Origins of Religion, Animism, Totemism

Assignment: Hendry: "Chapter 7"; Further Readings to 

Be Decided

Submit READING REVIEW

9

Witchcraft, Sorcery, and Shamanism

Concepts of Witchcraft and Sorcery, Anthropological 

Interpretations of Witchcraft, Possession and 

Shamanism, The Concept of Syncretism

Assignment: Hendry: "Chapter 8"; Further Readings to 

Be Decided

10

Social Stratification and Social Order

Rules, Norms, and Sanctions, Contested Social Norms

Assignment: Hendry: "Chapter 9"; Further Readings to 

Be Decided

11

Political Organization and Social Control

The Concepts of Power, Authority, and Status, 

Examples of Political Systems, Leadership and 

Charisma

Assignment: Hendry: "Chapter 10"; Further Readings 

to Be Decided

12

Family, Kinship, and Marriage

Examples of Kinship, The Concept of Lineage, 

Classifying Kin Relations, The Family, The Concept of 

Endogamy, Exogamy, Polygamy, and Incest, The 

Concept of "Relatedness"

Assignment: Hendry: "Chapter 11"; Further Readings 

to Be Decided

13

Economics and the Environment

Subsistance, Survival, and Adaptation, The Concept of 

Nomadic, Pastoral, Agricultural Societies, Property and 

Tenure, Social Views of the Environment

Assignment: Hendry: "Chapter 12"; Further Readings 

to Be Decided

14

Globalization

Transnationalism, Trans-national Connections and 

Flows, Multi-Sited Ethnography.

Assignment: Hendry: "Chapter 14"; Further Readings 

to Be Decided

15

Summary and Discussion

Review of main topics, Round-up discussion, Further 

Topics in Anthropology.

Submit FINAL REPORT
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Thoroughly read (at least) the assigned texts every week and come to class prepared to discuss them. If you are particularly interested in one 

topic and you would like to deepen your knowledge and understanding of it, you can refer to the "References and Further Research" section in 

each chapter of the textbook, or ask the instructor for any advices. 

Think about any relevant experiences you had in your own culture, in Japan, or in any other context where you lived, and try to link them with 

the topics of the class. 

Think about the "Discussion Questions" in each chapter of the textbook: they will provide the basis for group work during the class.

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Students are responsible for completing the readings for the day they are assigned and to 

come to class prepared to discuss them. Your class participation grade will be based on the 

following:

1) Class attendance

2) A demonstration that you have read the assigned material

3) Contribution with thoughtful comments about the topic, the readings, the discussion during 

the class.

The modality of class discussion and evaluation will be decided during the introductory lesson, 

according to the number of students enrolled in the course. They can include:

- Individual/group short presentations

- Short reports about the group discussion (about one page) to submit in the following week, 

or at the end of the semester.

READING REVIEW (20%): Due on the 8th week.

Student will be required to select one book on a topic of their interest among the themes 

discussed in class, and to write a critical reading report (1000 words, including bibliography). 

The reading report will draw on a list of at least four sources, in a properly referenced 

bibliography. The book to be reviewed has to be agreed with the instructor. 

FINAL REPORT (40%): Due on the 15th week. 

Students will be required to select a topic of their interest among the ones discussed during 

the class and to express their ideas on it in a report (2000-2500 words, bibliography 

excluded). The essay will draw on a minimum of eight reference sources and provide a critical 

analysis of the topic. Their ability to present a logically persuasive argument in writing, while 

incorporating class discussions, will be a key point in evaluation. 

Before writing the report, inform your instructor on the topic you chose and wait for his reply. 

Essays that do not include a list of at least eight sources in a properly referenced bibliography 

will not be graded by your instructor.

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Sharing Our Worlds: An Introduction to Cultural 

and Social Anthropology (2nd Edition)

Hendry, Joy／New York University Press／0814737110／A very clear and complete 

introduction for people who approach socio-cultural anthropology for the first time. 

This will be the core text for classes and group work.

Cultural Anthropology: the Human Challenge 

(13th Edition)

Haviland, William A., Harald E. L. Prins and Dana Walrath／Wadsworth Publishing／

0495810827／Selected chapters from this book will be given as supplementary 

readings for the classes. This will deepen the understanding of some topics, and 

provide study cases about diverse cultures and anthropological analyses throughout 

history.

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Race, Language, and Culture Boas, Franz／University of Chicago Press／0226062414／Fundamental for the 

understanding of the relationship between languge, culture, and identity

Purity and Danger: an Analysis of Concepts of 

Pollution and Taboo

Douglas, Mary／Routledge／0415289955／A fundamental work for the 

comprehension of the concepts of purity/pollution and taboo

The Interpretation of Cultures: Selected Essays Geertz, Clifford／Hutchinson／009122800X／A milestone by the author who opened 

the way to interpretative anthropology

Myth and Meaning Lévi-Strauss, Claude／Routledge／0415253942／One of the most representative 

works by the father of structuralism
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Additional readings from books available in the library, or provided by the instructor, will be assigned on occasion.

Cultural anthropology tutorials (Open project, Palomar College, San Marco, California). Very useful to have a quick overview of the main topics, 

as well as to personal study:

http://anthro.palomar.edu/tutorials/cultural.htm

Anthropology News, written by anthropologists for anthropologists (American Anthropological Association):

http://www.anthropology-news.org/

Social and Cultural Anthropology in the News. An interesting blog/news-site about anthropological researches:

http://www.antropologi.info/blog/anthropology/

NOTE: The syllabus may be subjected to notes/revisions.

adr12120@fc.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

Argonauts of the Western Pacific: an Account 

of Native Enterprise and Adventure in the 

Archipelagoes of Melanesian New Guinea

Malinovski, Bronislav／Waveland／06111564730／A very classic work by one of the 

first professional anthropologists

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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This course is focused on an introduction of contemporary human geography.

As you know, globalization is most pressing and touchy issue all over the world in various areas. So this course will provide you several basic 

concepts of geography and explaine some critical method of geography and eventually, have an argument about more practical issue like 

globalization.  First, you can appraise the concept and process of globalization from geographical perspective.  And analyze the interconnected 

economic, political and cultural geography of globalization. Moreover, examine the impact of global transformation on the ground.  Finally, you 

will discusses  the challenge for the environment and the Third world created by globalizing processes.  

 

 

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS111 Introduction to Geography (RA) § Introduction to Geography (RA) § ヴィジョン形成特

殊講義（Introduction to Geography） (RA)

担当者名 /  Instructor 中野 雅博

13866

 This course is not expected to be just audited in a class. You have to express your ideas and comment on the contents of handout and 

lecture. Moreover, you are expected to deliver some presentation on geographical topics.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1st

Class shopping day

Orientation   

Course guide

What is Geography?   Is Geography dead? 

Human geography, Globalization, IT revolution, 

Inequality,  Greenhouse effect

Virtial reality,

2nd

Introduction

What is Human geography?

History of geography, Physical geography,

defining human geography,  the Goal of human 

geography 

Cartography:preclassical geography, classical 

geography, geographic description

3rd

Studying Human Geography

Human Geographer at work

Human geographic concepts   Techniques of analysis

Modernization, Industrialization, 

Globalization,Urbanization

Philosophical thinking, environmental determinism

4th

Geographical perspective on environment

Cultural Identities, Landscape

Global perspective,  Human impact on environment,   

Sustanability 

Humanistic human geography

Language in landscape,  Religion,identity, and conflict

5th 

Human geographic concepts

Contemporary geography

space, location, place, region, distance, scale, difusion, 

perception

development, discourse, globalization

6th

Globalizing economic geographies(1)

< Presentaion G1,G2 >

Neoliberalism, Asian economic crisis, Division of labor

7th

Globalizing economic geographies(2)

< Presentaion G3,G4 >

Neoliberalism, world cities, Commodification, Fordism, 

Post-modernism, 

Privatization, Transnational corporation/campany

8th

Globalizing economic geographies(3)

< Presentaion G5,G6 >

NoeLiberalism, Deregulation, Free market,

9th

Globalizing cultural geographies(1)

< Presentaion G1,G2 >

Cultural identities,global governance,colonialism, 

decolonization,

religion, cultural imperialism, cultural change



2012 年度シラバス立命館大学

On the first day of semester, a guide paper about this course would be provided.

So, do not miss the first day of this course (class shopping day).

address: nakanom@ir.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

10th

Globalizing cultural geographies(2)

< Presentaion G3,G4 >

core and periphery relations, social identities, 

New cultural geography,

11th

Globalizing cultural geographies(3)

< Presentaion G5,G6 >

New colonialism, MacDonald's, Nike, 

Folk culture, Popular culture

12th

Inequality, development and globalization (1)

< Presentaion G1,G2 >

anti-globalization, post-materialism,post modernism

Geographies of difference, ethnicity

13th

Inequality, development and globalization (2)

< Presentaion G3,G4 >

environmental degradation, inequality, population 

growth, biotechnology

Sexuality

14th

Inequality, development and globalization (3)

< Presentaion G5,G6 >

Environmentalism, Ecocentrism

Geography of well-being

15th

Final lecture : Summation

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 50 ％

平常点評価 presentation   30 %

Q and A        20 %

50 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Human Geography 6th ed. William Norton／Oxford Univ. P／978-0-19-542511／Hard cover

Human Geography; A History for the  21st 

Century

George Benko and oth／Oxford Univ. P／0-340-75932-1／paperback

An Introduction to Human Geography;Issues for 

the 21st century

Peter Daniel and oths／Prentice Hall／978-0-13-205684-7／paperback

Human Geography in Action Michael Kuby and oth／Wiley／978-0-470-48479-1／paperback

Geographies of Globalization Warwick Murray／Routledge／0-415-31800-9／paperback

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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This course is focused on an introduction of contemporary human geography.

As you know, globalization is most pressing and touchy issue all over the world in various areas. So this course will provide you several basic 

concepts of geography and explaine some critical method of geography and eventually, have an argument about more practical issue like 

globalization.  First, you can appraise the concept and process of globalization from geographical perspective.  And analyze the interconnected 

economic, political and cultural geography of globalization. Moreover, examine the impact of global transformation on the ground.  Finally, you 

will discusses  the challenge for the environment and the Third world created by globalizing processes.  

 

 

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS111 Introduction to Geography (RB) § Introduction to Geography (RB) § ヴィジョン形成特

殊講義（Introduction to Geography） (RB)

担当者名 /  Instructor 中野 雅博

16568

This course is not expected to be just audited in a class. You have to express your ideas and comment on the contents of handout and lecture.

Moreover, you are expected to deliver some presentation on geographical topics.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

introduction

course guide

2

 What is Human geography?

Is Geography dead?   History of geography

3

Studying Human Geography 

Human geographic concepts   Techniques of analysis

4

 Geographical perspective on environment 

 

global perspective  Human impact on environment   

Sustanability

5

Cultural Identities and landscapes

6

 Globalizing economic geographies(1)

Presentaion G1,G2

neoliberalism, Asian economic crisis, division of labor

7

 Globalizing economic geographies(2)

Presentaion G3,G4 

neoliberalism, world cities, commodification, Fordism, 

post-modernism, privatization, transnational 

corporation/campany

8

Globalizing economic geographies(3)

Presentaion G5,G6

Free discussion on Globalization and Geography

9

 Globalizing cultural geographies(1)

Presentaion G1,G2

Cold war,global governance,colonialism, decolonization, 

Geopolitics, nation-state

10

 Globalizing cultural geographies(2)

Presentaion G3,G4 

world system theory, core-periphery relations

11

 Globalizing cultural geographies(3)

Presentaion G5,G6  

cultural imperialism, cultural change, MacDonald's

12

 Inequality, development and globalization (1)

Presentaion G1,G2 

anti-globalization, post-materialism,post modernism
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On the first day of semester, a guide paper about this course would be provided.

So, do not miss the first day of this course (class shopping day). 

  address: nakanom@ir.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

13

Inequality, development and globalization (2)

Presentaion G3,G4

environmental degradation, inequality, population 

growth, biotechnology

14

Inequality, development and globalization (3)

Presentaion G5,G6

environmentalism, ecocentrism

15

Final lecture  summation

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 50 ％

平常点評価 presantaion  30%

Q & A        20%

50 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Geograpghies of Globalization Warwick Murray／Routledge／0-415-31800-9／pbk

Human Geography 6th ed. William Norton／Oxford Univ. P／978-0-19-542511／Hard cover

Human Geography; A History for the 21st 

Century

George Benko and oth／Oxford Univ. P／0-340-75932-1／pbk

An Introduction to Human Geography;Issues for 

the 21st century

Peter Daniel and oths／Prentice Hall／978-0-13-205684-7／pbk

Human Geography in Action Michael Kuby and oth／Wiley／978-0-470-48479-1／pbk

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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This is an introductory seminar for understanding the relationship between environment and society, intended for students interested in 

research design and policy planning in this field. The course will be organized around a number of key themes in global environmental issues 

such as deforestation, disaster and climate change.  The relationship between environment and society will be examined through both 

contemporary theory and ethnographic examples.  The course will draw on case studies addressing the issues of local peoples and the 

environment from Southeast Asia, but will address issues, methods, and theories of relevance throughout the world.

None

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS107 Introduction to Natural Sciences (RA) § Introduction to Natural Science (RA) § ヴィ

ジョン形成特殊講義（Introduction to Natural Science） (RA)

担当者名 /  Instructor 内藤 大輔

13919

To understand the relationship between environment and society

To explore case studies in Southeast Asia 

To place your interest in its wider theoretical context and develop research projects

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

Introduction

Course overview and organization

2

Deforestation

3

Soil Erosion

4

Swidden Agriculture

5

Disaster

6

Development

7

Biodiversity

8

Forest Certification

9

Plantation

10

Water

11

Climate Change

12

Presentation and Discussion 1

13

Presentation and Discussion 2

14

Presentation and Discussion 3

15

Summary and Overview
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拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 First, you will be asked to write a paper on your own research or research proposal. Second, 

you will each be asked to serve as

commentators/discussion leaders during lecture.

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

This is an introductory seminar for understanding the relationship between environment and society, intended for students interested in 

research design and policy planning in this field. The course will be organized around a number of key themes in global environmental issues 

such as deforestation, disaster and climate change.  The relationship between environment and society will be examined through both 

contemporary theory and ethnographic examples.  The course will draw on case studies addressing the issues of local peoples and the 

environment from Southeast Asia, but will address issues, methods, and theories of relevance throughout the world.

None

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS107 Introduction to Natural Sciences (RB) § Introduction to Natural Science (RB) § ヴィ

ジョン形成特殊講義（Introduction to Natural Science） (RB)

担当者名 /  Instructor 内藤 大輔

16615

To understand the relationship between environment and society

To explore case studies in Southeast Asia 

To place your interest in its wider theoretical context and develop research projects

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

Introduction

2

Deforestation

3

Soil Erosion

4

Swidden Agriculture

5

Disaster

6

Development

7

Biodiversity

8

Forest Certification

9

Plantation

10

Water

11

Climate Change

12

Presentation and Discussion 1

13

Presentation and Discussion 2

14

Presentation and Discussion 3

15

Summary and Overview
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拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 First, you will be asked to write a paper on your own research or research proposal. Second, 

you will each be asked to serve as

commentators/discussion leaders during lecture.

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

The study of language is a key to understand cultural differences and similarities. This course is devoted to provide students with a 

comprehensive understanding about contemporary thinking on language through subjects such as the origins and properties of language, 

animals and human language, word-formation, artificial intelligence, language and culture etc.

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

It is strongly suggested that students should do preliminary preparations for each lecture, as well as that they should carefully read and study 

at home the materials distributed in each lecture so that they can constantly follow the course content. Students who fail to do so may give a 

poor performance in short tests and the final report assignment.

単位数 /  Credit 2

IR-AS105 Introduction to Linguistics (RA) § Introduction to Linguistics (RA) § ヴィジョン形成特

殊講義（Introduction to Linguistics） (RA)

担当者名 /  Instructor RAJKAI ZSOMBOR TIBOR

13917

●Students should acquire a broad-based understanding of the fundamental issues and concepts of linguistics.

●Students should acquire an essential knowledge on the relationship between language and society/culture so that they can understand more 

about cultural miscommunication.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

        1

Orientation

Open Discussion on Languages

        2

The Origins of Language

Interactions and Transactions

        3

The Development of Writing

Pictograms and Idiograms, Syllabic Writing and 

Alphabetic Writing

        4

The Properties of Language

Communicative versus Informative

        5

Animals and Human Language

Chimpanzees and Language

        6

Short Test; Words and Word-Formation Processes

Coinage, Borrowing, Compounding

        7

Explanation about the Test Results; Syntax

Deep and Surface Structure, Structural Ambiguity, 

Labeled Tree Diagrams

        8

Semantics

Conceptual versus Associative Meaning, Synonymy, 

Antonymy, Hyponymy

        9

Discourse Analysis

Interpreting Discourse, Conversational Interaction

       10

Language and Machines

Speech Synthesis and Recognition, Artificial Intelligence

       11

Short Test; Sign Language

Alternate and Primary Sign Language, The Structure of 

Signs

       12

Explanation about the Test Results; Language History 

and Change

Family Trees, Family Relationships

       13

Language Variaties

The Standard Language, Accent and Dialect

       14

Language, Society and Culture

Sociolinguistics, Social Dialects

       15

Summary; Submission of the Term Report

Open Discussion
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It is strongly recommended that - besides doing preliminary preparations, as well as carefully reading the distributed materials at home - 

students should also do efforts in taking notes in each lecture. Taking notes is an active learning tool that is complementary to passive learning 

tools such as 'listening' or 'reading'.

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 There will be short tests in the sixth and eleventh lectures designed to measure students' 

comprehensive attainment level of the course content up to that point. There are no points 

specifically set for general class performance, but extra points may be awarded to students 

with outstanding class participation, while points may be subtracted if a student shows 

particularly poor class performance. 50%

There will be a report assignment to be submitted in the final lecture in order to evaluate 

students' understanding of the entire course content. 50%

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

The study of language George Yule／Cambridge University Press／9780521765275／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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The study of language is a key to understand cultural differences and similarities. This course is devoted to provide students with a 

comprehensive understanding about contemporary thinking on language through subjects such as the origins and properties of language, 

animals and human language, word-formation, artificial intelligence, language and culture etc.

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

It is strongly suggested that students should do preliminary preparations for each lecture, as well as that they should carefully read and study 

at home the materials distributed in each lecture so that they can constantly follow the course content. Students who fail to do so may give a 

poor performance in short tests and the final report assignment.

単位数 /  Credit 2

IR-AS105 Introduction to Linguistics (RB) § Introduction to Linguistics (RB) § ヴィジョン形成特

殊講義（Introduction to Linguistics） (RB)

担当者名 /  Instructor RAJKAI ZSOMBOR TIBOR

16613

●Students should acquire a broad-based understanding of the fundamental issues and concepts of linguistics.

●Students should acquire an essential knowledge on the relationship between language and society/culture so that they can understand more 

about cultural miscommunication.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

        1

Orientation

Open Discussion on Languages

        2

The Origins of Language

Interactions and Transactions

        3

The Development of Writing

Pictograms and Idiograms, Syllabic Writing and 

Alphabetic Writing

        4

The Properties of Language

Communicative versus Informative

        5

Animals and Human Language

Chimpanzees and Language

        6

Short Test; Words and Word-Formation Processes

Coinage, Borrowing, Compounding

        7

Explanation about the Test Results; Syntax

Deep and Surface Structure, Structural Ambiguity, 

Labeled Tree Diagrams

        8

Semantics

Conceptual versus Associative Meaning, Synonymy, 

Antonymy, Hyponymy

        9

Discourse Analysis

Interpreting Discourse, Conversational Interaction

       10

Language and Machines

Speech Synthesis and Recognition, Artificial Intelligence

       11

Short Test; Sign Language

Alternate and Primary Sign Language, The Structure of 

Signs

       12

Explanation about the Test Results; Language History 

and Change

Family Trees, Family Relationships

       13

Language Variaties

The Standard Language, Accent and Dialect

       14

Language, Society and Culture

Sociolinguistics, Social Dialects

       15

Summary; Submission of the Term Report

Open Discussion
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It is strongly recommended that - besides doing preliminary preparations, as well as carefully reading the distributed materials at home - 

students should also do efforts in taking notes in each lecture. Taking notes is an active learning tool that is complementary to passive learning 

tools such as 'listening' or 'reading'.

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 There will be short tests in the sixth and eleventh lectures designed to measure students' 

comprehensive attainment level of the course content up to that point. There are no points 

specifically set for general class performance, but extra points may be awarded to students 

with outstanding class participation, while points may be subtracted if a student shows 

particularly poor class performance. 50%

There will be a report assignment to be submitted in the final lecture in order to evaluate 

students' understanding of the entire course content. 50%

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

The study of language George Yule／Cambridge University Press／9780521765275／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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The purpose of this course is to introduce international relations/global studies students (and others) to the basic elements of international 

economic theory in order to better appreciate how relevant concepts of international economics can be used in the study of international 

political economy.  No prior training in the discipline of economics is required. 

The first half of the course covers international economics relevant to trade relations, the second half the economics of international monetary 

and financial relations. The course aims to make international economics accessible by applying theory to issues in actual international 

economic policy-making. The course is designed to complement my Global Political Economy course. 

N.A.

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS103 Introduction to Economics (RA) § Introduction to Economics (RA) § ヴィジョン形成特

殊講義（Introduction to Economics） (RA)

担当者名 /  Instructor HASSDORF WOLF J.

13864

 •Basic conceptual understanding of international economic theory.

 •Ability to apply economic concepts logically to the analysis of international economic issues. 

 •Develop the ability to critical judge the controversies in international economic relations.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

Introduction

Course overview and organization

第２回

Why do we need to understand International Economics?

The International Economy and Globalisation

第３回

The Basic Theory of International Trade

Why does it make sense to trade across boarders? The 

comparative advantage of nations

第４回

Explaining Trade Patterns: the sources of comparative 

advantage

Factor endowments, who gains and who loses from 

trade?

第５回

International Trade Policy: Tariffs

What are tariffs, what is their effect, the political 

economy of trade restrictions

第６回

International Trade Policy: Nontariff Barriers (NTBs)

What are NTBs, why are they so widely used, dumping 

and subsidies.

第７回

The Balance of Payments

What does a Current Account surplus/deficit mean, the 

Capital Account and capital flows

第８回

Foreign exchange, the foreign exchange market and 

exchange rate determination

What is the foreign exchange (FX) market? What is 

exchange rate risk?

第９回

Exchange Rate Determination

What determines exchange rates, short-run v. long-

run, inflation, purchasing power parity

第10回

Balance of Payments adjustments

Ways of adjustment under fixed exchange rates

第11回

Exchange-Rate Adjustments and the Balance of 

Payments

Appreciation and depreciation

第12回

Exchange rate systems and currency crises

Fixed and floating exchange rates, currency crises and 

capital controls

第13回

Globalization: Macroeconomic Policy in an Open 

Economy

Monetary and fiscal policy under fixed and floating 

exchange rates

第14回

Revision

Review of the course topics



2012 年度シラバス立命館大学

Deardorffs' Glossary of International Economics:

http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第15回

End-of-semester exam

Question and answer essays

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Class participation (30%)

End-of semester in-class test (40%)

1000 word paper(30%) 

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

(2011, 13th edition), Global Economics Robert J. Carbaugh／San Diego, CA: South-Western College Publications／／

Previous editions can be used

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

(2009, 8th edition) International Economics: 

Theory and Policy

Krugman, Paul R. and Maurice Obstfeld／Boston, Mass.: Addison-Wesley／／
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The purpose of this course is to introduce international relations/global studies students (and others) to the basic elements of international 

economic theory in order to better appreciate how relevant concepts of international economics can be used in the study of international 

political economy.  No prior training in the discipline of economics is required. 

The first half of the course covers international economics relevant to trade relations, the second half the economics of international monetary 

and financial relations. The course aims to make international economics accessible by applying theory to issues in actual international 

economic policy-making. The course is designed to complement my Global Political Economy course. 

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS103 Introduction to Economics (RB) § Introduction to Economics (RB) § ヴィジョン形成特

殊講義（Introduction to Economics） (RB)

担当者名 /  Instructor HASSDORF WOLF J.

13912

 •Basic conceptual understanding of international economic theory.

 •Ability to apply economic concepts logically to the analysis of international economic issues. 

 •Develop the ability to critical judge the controversies in international economic relations.

 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

Introduction

Course overview and organization

第２回

Why do we need to understand International Economics?

The International Economy and Globalisation

第３回

The Basic Theory of International Trade

Why does it make sense to trade across boarders? The 

comparative advantage of nations

第４回

Explaining Trade Patterns: the sources of comparative 

advantage

Factor endowments, who gains and who loses from 

trade?

第５回

International Trade Policy: Tariffs

What are tariffs, what is their effect, the political 

economy of trade restrictions

第６回

International Trade Policy: Nontariff Barriers (NTBs)

What are NTBs, why are they so widely used, dumping 

and subsidies.

第７回

The Balance of Payments

What does a Current Account surplus/deficit mean, the 

Capital Account and capital flows

第８回

Foreign exchange, the foreign exchange market and 

exchange rate determination

What is the foreign exchange (FX) market? What is 

exchange rate risk?

第９回

Exchange Rate Determination

What determines exchange rates, short-run v. long-

run, inflation, purchasing power parity

第10回

Balance of Payments adjustments

Ways of adjustment under fixed exchange rates

第11回

Exchange-Rate Adjustments and the Balance of 

Payments

Appreciation and depreciation

第12回

Exchange rate systems and currency crises

Fixed and floating exchange rates, currency crises and 

capital controls

第13回

Globalization: Macroeconomic Policy in an Open 

Economy

Monetary and fiscal policy under fixed and floating 

exchange rates

第14回

Revision

Review of the course topics



2012 年度シラバス立命館大学

Deardorffs' Glossary of International Economics:

http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第15回

End-of-semester exam

Question and answer essays

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Class participation(30%)

End-of semester in-class test (40%)

1000 word paper(30%) 

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

(2011, 13th edition),Global Economics Robert J. Carbaugh／San Diego, CA: South-Western College Publications／／

Previous editions can be used

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

(2009, 8th edition) International Economics: 

Theory and Policy

Krugman, Paul R. and Maurice Obstfeld／Boston, Mass.: Addison-Wesley／／
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The purpose of this course is to introduce international relations/global studies students (and others) to the basic elements of international 

economic theory in order to better appreciate how relevant concepts of international economics can be used in the study of international 

political economy.  No prior training in the discipline of economics is required. 

The first half of the course covers international economics relevant to trade relations, the second half the economics of international monetary 

and financial relations. The course aims to make international economics accessible by applying theory to issues in actual international 

economic policy-making. The course is designed to complement my Global Political Economy course. 

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS103 Introduction to Economics (RC) § Introduction to Economics (RC) § ヴィジョン形成特

殊講義（Introduction to Economics） (RC)

担当者名 /  Instructor HASSDORF WOLF J.

16607

 •Basic conceptual understanding of international economic theory.

 •Ability to apply economic concepts logically to the analysis of international economic issues. 

 •Develop the ability to critical judge the controversies in international economic relations.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

Introduction

Course overview and organization

第２回

Why do we need to understand International Economics?

The International Economy and Globalisation

第３回

The Basic Theory of International Trade

Why does it make sense to trade across boarders? The 

comparative advantage of nations

第４回

Explaining Trade Patterns: the sources of comparative 

advantage

Factor endowments, who gains and who loses from 

trade?

第５回

International Trade Policy: Tariffs

What are tariffs, what is their effect, the political 

economy of trade restrictions

第６回

International Trade Policy: Nontariff Barriers (NTBs)

What are NTBs, why are they so widely used, dumping 

and subsidies.

第７回

The Balance of Payments

What does a Current Account surplus/deficit mean, the 

Capital Account and capital flows

第８回

Foreign exchange, the foreign exchange market and 

exchange rate determination

What is the foreign exchange (FX) market? What is 

exchange rate risk?

第９回

Exchange Rate Determination

What determines exchange rates, short-run v. long-

run, inflation, purchasing power parity

第10回

Balance of Payments adjustments

Ways of adjustment under fixed exchange rates

第11回

Exchange-Rate Adjustments and the Balance of 

Payments

Appreciation and depreciation

第12回

Exchange rate systems and currency crises

Fixed and floating exchange rates, currency crises and 

capital controls

第13回

Globalization: Macroeconomic Policy in an Open 

Economy

Monetary and fiscal policy under fixed and floating 

exchange rates

第14回

Revision

Review of the course topics

第15回

End-of-semester in-class-test

Question and answer essays
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Deardorffs' Glossary of International Economics:

http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Class participation (30%)

End-of semester in-class test (40%)

1000 word paper(30%) 

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Global Economics (2011, 13th edition) Robert J. Carbaugh／San Diego, CA: South-Western College Publications／／

Previous editions can be used

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

) International Economics: Theory and Policy 

(2009, 8th edition)

Krugman, Paul R. and Maurice Obstfeld／Boston, Mass.: Addison-Wesley／／

Previous editions can be used, the library also holds an Japanese version
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This course introduces students to the study of sociology. The goal of the course is to provide students with the analytical tools to better 

understand the social world around them. To reach this goal, we will ask some specific questions, such as how did each student come to be at 

Ritsumeikan University at this moment in history? What social forces helped guide you here, and what can those forces tell us about the social 

world? We will start the class by examining our understandings of our individual identities and our interactions with the people around us. We 

will then move to more macro-level analyses, looking at the various groups we belong to, including our gender, race, ethnicity, and social class. 

We will examine various social institutions, such as religion, education, and the family. We end the class by looking at social change.

None.

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS104 Introduction to Sociology (RA) § Introduction to Sociology (RA) § ヴィジョン形成特殊

講義（Introduction to Sociology） (RA)

担当者名 /  Instructor MOOREHEAD ROBERT S.

13865

Students will learn to connect their individual experiences with larger social issues. They will also understand what a sociological perspective 

looks like, analyze pieces of social life from a sociological perspective, and build convincing arguments using concepts and evidence. Students 

will also come to recognize and describe patterns of gender, race, ethnicity, and social class, and to understand the connections between our 

day-to-day social interactions and larger institutional processes. Importantly, students will also improve their critical thinking skills.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

Sociological Imagination

Sociological Imagination, Social Institution, False 

Consciousness, Social Facts

第２回

Research Methods

Correlation, Causation, Theory, Hypothesis, Concepts, 

Variables, Qualitative and Quantitative Methods

第３回

Self and Socialization

Norms, Socialization, the Self, I, Me, Generalized Other, 

Status, Role, Face, Stigma

第４回

Social Interaction and Gender

Gender, Gendered Institution, Doing Gender, Troubling 

Gender

第５回

Social Interaction and Deviance

Deviance, Mechanical Solidarity, Organic Solidarity, 

Collective Conscience, Anomie, Labeling

第６回

Social Interaction and Race/Ethnicity

Race, Ethnicity, Racism, Prejudice, Discrimination, 

Privilege, Segregation, Symbolic Ethnicity

第７回

Culture, Media, and Identity

Culture, Hegemony, Ideology, Stereotype

第８回

Religion and Social Life

Religion, Secularization, Civil Religion, Sacred, Profane

第９回

Social Class and Education

Cultural Capital, Habitus, Human Capital, Hidden 

Curriculum, Tracking, Stereotype Threat

第１０回

Social Inequality and Labor

Alienation, Exploitation, Meritocracy

第１１回

Work, Marriage, and Family

Nuclear Family, Extended Family, Blended Family, 

Mommy Tax, Time Squeeze, Global Care Chain

第１２回

Work, Marriage, and Family

Romantic Model of Love, Practical Model of Love, 

Arranged Marriage

第１３回

Social Control and Organizational Power

Charismatic Authority, Traditional Authority, Legal-

Rational Authority, Structured Compliance

第１４回

Social Change

Frame, Framing, Social Movement

第１５回

Review and Final Exam
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Please note that all items in the syllabus, except for the grading criteria, are subject to change.

None.

Students should complete each week’s readings prior to lecture.

Students should have read the week’s handouts prior to each lecture. Readings will be available online, through the class website on 

coursekit.com. This class requires active student participation.

Instructor will hold office hours and will be reachable through the class website on coursekit.com.

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Students will be graded on their participation in in-class and online activities, their preparation 

for classroom discussion, and their performance on a final examination.

Students will participate in online discussions via the class website on coursekit.com, and will 

submit written assignments for the instructor's blog, japansociology.com. These written 

contributions will be graded.

100 ％

その他 ／ Other
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This course introduces students to the study of sociology. The goal of the course is to provide students with the analytical tools to better 

understand the social world around them. To reach this goal, we will ask some specific questions, such as how did each student come to be at 

Ritsumeikan University at this moment in history? What social forces helped guide you here, and what can those forces tell us about the social 

world? We will start the class by examining our understandings of our individual identities and our interactions with the people around us. We 

will then move to more macro-level analyses, looking at the various groups we belong to, including our gender, race, ethnicity, and social class. 

We will examine various social institutions, such as religion, education, and the family. We end the class by looking at social change.

None. 

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS104 Introduction to Sociology (RB) § Introduction to Sociology (RB) § ヴィジョン形成特殊

講義（Introduction to Sociology） (RB)

担当者名 /  Instructor MOOREHEAD ROBERT S.

13913

Students will learn to connect their individual experiences with larger social issues. They will also understand what a sociological perspective 

looks like, analyze pieces of social life from a sociological perspective, and build convincing arguments using concepts and evidence. Students 

will also come to recognize and describe patterns of gender, race, ethnicity, and social class, and to understand the connections between our 

day-to-day social interactions and larger institutional processes. Importantly, students will also improve their critical thinking skills. 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回 

Sociological Imagination

Sociological Imagination, Social Institution, False 

Consciousness, Social Facts

第２回 

Research Methods

Correlation, Causation, Theory, Hypothesis, Concepts, 

Variables, Qualitative and Quantitative Methods

第３回

Self and Socialization

Norms, Socialization, the Self, I, Me, Generalized Other, 

Status, Role, Face, Stigma

第４回

Social Interaction and Gender

Gender, Gendered Institution, Doing Gender, Troubling 

Gender

第５回 

Social Interaction and Deviance

Deviance, Mechanical Solidarity, Organic Solidarity, 

Collective Conscience, Anomie, Labeling

第６回

Social Interaction and Race/Ethnicity

Race, Ethnicity, Racism, Prejudice, Discrimination, 

Privilege, Segregation, Symbolic Ethnicity

第７回 

Midterm Examination Culture, Media, and Identity

Culture, Hegemony, Ideology, Stereotype

第８回 

Religion and Social Life

Religion, Secularization, Civil Religion, Sacred, Profane

第９回

Social Class and Education

Cultural Capital, Habitus, Human Capital, Hidden 

Curriculum, Tracking, Stereotype Threat

第１０回 

Social Inequality and Labor

Alienation, Exploitation, Meritocracy

第１１回

Work, Marriage, and Family

Nuclear Family, Extended Family, Blended Family, 

Mommy Tax, Time Squeeze, Global Care Chain

第１２回

Work, Marriage, and Family

Romantic Model of Love, Practical Model of Love, 

Arranged Marriage

第１３回 

Social Control and Organizational Power

Charismatic Authority, Traditional Authority, Legal-

Rational Authority, Structured Compliance

第１４回 

Social Change

Frame, Framing, Social Movement
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Please note that all items in the syllabus, except for the grading criteria, are subject to change.

Readings will be available for download from the class website on coursekit.com.

None. 

Students should read each week’s handouts prior to lecture. 

Students should have completed all reading and writing assignments prior to each class. This class requires active student participation.

Instructor will hold regular office hours and will be available by appointment. Students can also contact the instructor through the class 

website on coursekit.com.

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

１５回 

Review and Final Exam

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Students will be graded on their participation in in-class and online activities, their preparation 

for classroom discussion, and their performance on a final examination. 

Students will participate in online discussions via the class website on coursekit.com, and will 

submit written assignments for the instructor's blog, japansociology.com. These written 

contributions will be graded.

100 ％

その他 ／ Other
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What does the term ‘politics’ mean? Posing the question a little broader, what does the term ‘politics’ or its similar rendition in other 

languages/cultures mean? What do we actually study about ‘politics’? This introductory course adopts a ‘Keywords’ approach to initiate 

students of politics to the language of the craft. We will spend eight lectures exploring eight basic groups of key conceptions that are commonly

used in the study of politics. Following this, we will examine the fundamental concerns of the four main branches of political science. We will end

the course with a foray into post-structural and post-modern tangents in the study of politics.

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS102 Introduction to Politics (RA) § Introduction to Politics (RA) § ヴィジョン形成特殊講義

（Introduction to Politics ） (RA)

担当者名 /  Instructor TAN BOON HWEE STAN

13863

Over the years, I find that students, both at the undergraduate and graduate levels, are either uncertain about or take for granted fundamental 

conceptions commonly used in the study of politics. This course seeks to develop a foundational but critical understanding of basic conceptual 

terms in the study of politics.

This class is conducted with the underlying principles as follow:

 1.We are using English language as a medium of instruction but this is not a beginner's English Class, so there will be a learning curve.

 2.While English is the chief medium of instruction and you will be using a lot of materials written in the English language in the classroom, we will 

actively engage with the the intellectual traditions of other cultures and languages, and share the strengths of these traditions with the wider 

world.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

Introduction

 Housekeeping & Briefing on Course Discussion Blog

第2回

Reflection Paper

Preparation for Essays

第3回

Key Concepts I

 The Meanings of ‘Politics’

第4回

Key Concepts II

State/Government/Bureaucracy

第5回

Key Concepts III

Society/Class/Socialism

第6回

Key Concepts IV

 Democracy/Authoritarianism/Totalitarianism

第7回

Key Concepts V

 Structuralism & its accompanying vocabulary

第8回

Key Concepts VI

Power I

第9回

Key Concepts VII

Power II

第10回

 The Components of Political Science I

 Political Theory

第11回

The Components of Political Science II

Comparative Politics

第12回

 The Components of Political Science III

International Relations

第13回

The Components of Political Science IV

Public Administration

第14回

Challenges to Traditional Political Science

 Post-Modernism & Post-Structuralism

第15回

Revision

Critical Review
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Class Participation: Regular attendance is required. Actively engage in class discussion and activities.

Web Discussion: You are required to participate actively in the online web discussion. Starting from Week 3, you are expected to make one 

short posting (between 300-500 words) and post one constructive comment on someone else’s posting every fortnight.

Book Review: You are required to write a reflection article (of about 1500 words in length) pertaining to the discussion of any of the 

concepts discussed. Deadline for submission shall be announced in class.

There is no fixed reading pack in this introductory course. However, you are expected to consult any of the texts listed above. You are also 

encouraged to source out other ‘politics dictionary’ if you so desired. In other words, if you find any other useful texts, please do go ahead 

and use them. These texts are available at good bookshops, online bookstores, and good online used-book stores.

Students should also try to be responsible adults in carrying out individual research/study and engage in collaborative work with fellow 

coursemates. Students should also approach this course with an open mind to different methods of learning.

Wikipedia

N.A.

You are encouraged to pick up any book about politics in any country and read it as some form of ‘bed-time’ reading for appreciation purpose.

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Class participation: 40%

Web Discussion: 60%

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

The Routledge Dictionary of Politics(2003) David Robertson／Routledge／ISBN-10: 0415323770, ISBN-13: 978-0415323772／

3rd Revised edition edition

The Blackwell Dictionary of Political Science: A 

User's Guide to Its Terms(1999)

Frank Bealey／Wiley-Blackwell／ISBN-10: 0631206957, ISBN-13: 978-0631206958／

A Dictionary of Marxist Thought(1998) Tom Bottomore et al (Editors)／Blackwell Publishing Limited／ISBN-10: 0631180826, 

ISBN-13: 978-0631180821／2nd edition

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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This course uses the history of Western political thought to explore and introduce wider issues in politics such as the roles and responsibilities 

of states, their leaders and their people, and how these have evolved over time. 

The course will consist largely of small group and class discussion of the thought and ideas of the various thinkers covered in each class, which 

will be summarized by the tutor at the start of each class. 

Keywords: Monarchy, republic, democracy, tyranny, oligarchy, human rights, communism, fascism, utilitarianism, anarchy, dictatorship, religion, 

freedom, legitimacy, nationalism.

N/A

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS102 Introduction to Politics (RB) § Introduction to Politics (RB) § ヴィジョン形成特殊講義

（Introduction to Politics ） (RB)

担当者名 /  Instructor FRENCH THOMAS W.

13911

Primary Aims:

Students will deepen their understanding of major debates and issues in politics whilst simultaneously expanding their knowledge of the origins 

and development of modern western political thought. 

Secondary Aims:

Students will further develop their skills of critical analysis by making sense of the issues through the various conceptual frameworks employed 

in the module. The teaching methods of the module are designed to develop cognitive, writing and presentational skills, in particular:

 •The delivery of structured oral presentations

 •Participation in group discussions

 •Engaging in structured debates

 •Researching topics via the creative use of library and internet sources

 •Writing scholarly essays

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

Introduction

2

Plato

3

Aristotle

4

St Augustine and St Thomas Aquinas

5

Machiavelli

6

Hobbes

7

Locke

8

Rousseau

9

Bentham

10

JS Mill
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The first part of each class will be an introduction to the topic. The second part of each class will consist of small group work in which 

students will give presentations, and discuss issues, documents and sources. This will sometimes be followed by individual work on extracts 

(gobbets).

Regarding class participation regular attendance is required. Actively engage in class discussion and activities and do all reading.

There is no set textbook for the class. Materials will be given out in class and students will have to conduct their own additional research 

outside the classroom.

Make sure you have some knowledge of Powerpoint before the course begins.

http://www.bbc.co.uk/radio4/features/in-our-time/

http://www.marxists.org/

General works on the subject are numerous and should prove a good starting point for your out of class study.

Please inform me of any absences due to ill health etc prior to class, if at all possible.

For this and all other non urgent communication my email address is as follows:

French@fc.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

11

Marx

12

Nationalism

13

Fascism

14

In class test

15

Review Class

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 30% In class test

70% In class presentations and contributions

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

The Routledge Dictionary of Politics(2003) David Robertson／Routledge／ISBN-10: 0415323770, ISBN-13: 978-0415323772／

3rd Revised edition edition

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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This is one of the General Education Courses in law. Students interested in understanding the basics of law can sign up this course.

Introduction to law is a rewarding area of study. We live in a society in which everyday life is governed by rules more than at any other period in

history. This course is designed for undergraduate students to introduce basic or foundational legal concepts, which are relevant in day to day 

life. In this course, students will be familiar with both common law and civil law systems. The course offers a comparative analysis of the laws 

of different countries. The Japanese legal system itself evidences a rich history and vivid present. Students will be introduced to the Japanese 

legal system along with a comparative study of the major legal systems of the world. In our age of globalization, international law is playing an 

important role in harmonizing different legal systems and domestic laws. Students will also be introduced to the emerging concepts of 

international and domestic laws. This course aims to build the analytical faculty of students and help them to understand the legal environment 

that is particularly important in managing the process of domestic social, political, and economic affairs, and international relations. 

This course requires no law background to sign it up. All undergraduate students are welcomed to sign up this course. 

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS101 Introduction to Law (RA) § Introduction to Law (RA) § ヴィジョン形成特殊講義

（Introduction to Law） (RA)

担当者名 /  Instructor BHANDARI SURENDRA R.

13862

Upon satisfactory completion of this course, students will be able to: 

 •Understand the basic ideas of law

 •Understand the fundamental legal concepts

 •Understand the different branches of law

 •Comprehend the nature of different legal systems

 •Understand the dynamics of international and domestic laws

 •Develop a critical legal thinking and analysis of law

 •Apply the knowledge and information gained through this course to their future career 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

Introduction to Law　

 Nature of law, schools of thought, classification of law, 

domestic and international law, globalization and law

第２回

 Sources of Law

Legislation, precedent, custom, legal writing, legal 

principles

第３回

Major Legal Systems

Common law system, civil law system (the Romano-

Germanic Family), Muslim law, socialist legal system, 

Japanese legal system

第４回

Some Important Legal Concepts

Rights, duties, ownership, possession, legal and natural 

person, sovereign, substantive and procedural law, 

jurisdiction, legal remedies

第５回

Constitutional Law

Constitution, separation and balance of power, 

fundamental rights, head of the state, executive, 

legislature, judiciary, constitutional bodies

第６回

Criminal Law

Crime, mens rea, actus reus, intention, negligence, 

accident, strict liability, vicarious liability, prosecution, 

trial, evidence, bail, judgment, appeal

第７回

Torts

 Concept of torts, types of torts, remedies, defense, 

liabilities

第８回

Civil Law and Proceedings

The nature of civil law, branches of civil law, civil 

proceedings, stages of civil proceedings, civil remedy

第９回

Contract Law

Concept of contract, formation of contract, proposal, 

acceptance, doctrine of frustration, breach of contract, 

remedies, domestic and international business 

contracts
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The Instructor will follow the instructions given by Ritsumeikan University regarding Grading and Evaluation. The above-mentioned Grading 

Criteria and Methods of Evaluation are subject to necessary changes or modifications to comply with the rules and regulations of the 

University.

Students are required to read the handout and relevant chapter(s) of the textbook referred by the instructor. Instructor will suggest the 

students, a week in advance, about the reading materials that will be discussed in the following class. Study aids will be available on the class 

web page or the blackboard.      

Students might have developed innovative methods of study. I would like to encourage them to develop and keep up with their innovative 

methods. Also, they may take into stock following methods of study: 

 •Before students attend class, they are suggested to spend a couple of hours for reading the handout and suggested pages or chapters of the 

textbook. 

 •First, try to understand the basic concept or idea the theme (topic) covers. Second, try to apply the concept to current or day to day events 

that you have seen, feel, and read. Third, try to compare the basic concepts with issues ranging from domestic to international levels. Fourth, 

try to develop a critical faculty on the theme (topic) that you have studied in class or on reading materials.

 •You may form a small study group based on your convenience. Study groups are helpful forums for discussion, and to develop a conceptual 

clarity and critical faculty. Study groups also provide an opportunity for friendship and networking, which will be beneficial in the future as well. 

 •Please make a note, especially the point that you did not understand during reading the handout and textbook. Be attentive in class. Carefully 

listen the lecture and try to be clear on the points that you had not understood. 

 •Feel free to ask questions in class to the instructor. Instructor will be happy to respond your questions and help you to better understand the 

theme (topic) discussed. 

 •After class, feel free to consult your instructor. You are encouraged to consult and ask questions to the instructor. 

 •Please read newspapers and journals both suggested and others that you find interesting and helpful to your course. 

 •Occasionally, try to assess yourself. I am sure, you will benefit with the above-mentioned study methods. 

Students are advised to take into stock the eight points mentioned above i. e. under subtitle Graduate Courses / Study Method.

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

第10回

The Law of Business

Companies, Corporations, multinational companies, 

personality, formation of a company, directors, duties 

of directors, shareholders, rights of shareholders, 

dissolution of a company, agency, partnership

第11回

Property Law

Types of property, right to property, tangible and 

intangible properties, land and housing, wills and 

inheritance, intellectual property

第12回

Human Rights Law

Concept of human rights, treaties, conventions, 

protection of human rights, remedies

第13回

 Antitrust/Competition Law

Nature of competition law, competition, market, anti-

competitive behaviors, theories, practices, remedies

第14回

Globalization and Law

Changing nature of international law, domestic and 

international law, globalization and legal concepts, 

protection of the environment, international trade 

regime

第15回

Theories of Law

 Positivism, analytical school, natural law, pure theory, 

sociological school, historical school, realistic school, 

feminist legal thought, post-modernism

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記）  0 ％

平常点評価 Grades

A+ = Above 90 % marks

A = 80 - 89 % marks

B = 70 - 79% marks

C = 60 - 69% marks

F = Below 59% marks

Evaluation

Class Attendance = 10%

Participation in class = 30%

Mid-term exam or Report = 20%

Final Exam or Report = 40%

100 ％
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Handouts to be provided by the Instructor will cover most of the course contents. Nevertheless, students may buy the textbook and 

reference books. Students are also advised to check out books from the library.

 1.The National Diet of Japan http://www.sangiin.go.jp/eng/index.htm . 

 2.Jurists: Legal Theory http://jurist.law.pitt.edu/sg_thry.htm .

 3.Journal Storage (JSTOR) http://www.sangiin.go.jp/eng/index.htm . 

 4.Legal Theory Lexicon http://legaltheorylexicon.blogspot.com/ . 

 5.Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ . 

 6.Lexix Nexis http://www.lexisnexis.com/ . 

 7.Worldwide Legal Directory http://www.hg.org/journals.html . 

 8.The United Nations International Law Resources http://www.un.org/en/law/index.shtml 

 9.The World Trade Organization http://www.wto.org 

Study aids will be available on the class web page or the blackboard. Students are welcomed to consult the instructor without prior 

appointment immediately after class. All other days, during the office hours, students are encouraged to consult the instructor with prior 

appointment. Appointment can be fixed either by email (surendra@fc.ritsumei.ac.jp ) or by telephone (075-466-3734). 

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 1.Handouts to be provided by the Instructor 

(Surendra Bhandari) or downloadable from the 

Blackboard.

／／／

 2.About Law: An Introduction Tony Honore／Clarendon Press, Oxford, Paperback reprinted 2000／ISBN: 

0198763883／120 Pages, Price about 40.00 $

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 1.Major Legal Systems in the World Today Rene David & John C. Brierley／Stevens & Sons, 1985／ISBN 10: 0420473408, 

0420473505／

 2.Japanese Legal System: Cases and Materials Meryll Dean／Cavendish Publishing, 2nd ed. 2002／ISBN-13: 978-1859416730／

 3.Introduction to Law for Paralegals: A Critical 

Legal Thinking

Katherine A. Currier & Thomas E. Eimermann／ASPEN, 3rd ed. 2006／ISBN-13: 978-

0735557550／

 4.An Introduction to Law and Social Theory Reza Banakar & Max Travers eds.／Hart Publishing, 2002／ISBN-13: 

9781841132082 , 978-1841132082／

 5.An Introduction to Law (Law in Context Phil Harris／Cambridge University Press, Paperback 7th ed. 2006／ISBN-13: 

9780521697965／
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This is one of the General Education Courses in law. Students interested in understanding the basics of law can sign up this course.

Introduction to law is a rewarding area of study. We live in a society in which everyday life is governed by rules more than at any other period in

history. This course is designed for undergraduate students to introduce basic or foundational legal concepts, which are relevant in day to day 

life. In this course, students will be familiar with both common law and civil law systems. The course offers a comparative analysis of the laws 

of different countries. The Japanese legal system itself evidences a rich history and vivid present. Students will be introduced to the Japanese 

legal system along with a comparative study of the major legal systems of the world. In our age of globalization, international law is playing an 

important role in harmonizing different legal systems and domestic laws. Students will also be introduced to the emerging concepts of 

international and domestic laws. This course aims to build the analytical faculty of students and help them to understand the legal environment 

that is particularly important in managing the process of domestic social, political, and economic affairs, and international relations. 

This course requires no law background to sign it up. All undergraduate students are welcomed to sign up this course. 

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS101 Introduction to Law (RB) § Introduction to Law (RB) § ヴィジョン形成特殊講義

（Introduction to Law） (RB)

担当者名 /  Instructor BHANDARI SURENDRA R.

13910

Upon satisfactory completion of this course, students will be able to: 

 •Understand the basic ideas of law

 •Understand the fundamental legal concepts

 •Understand the different branches of law

 •Comprehend the nature of different legal systems

 •Understand the dynamics of international and domestic laws

 •Develop a critical legal thinking and analysis of law

 •Apply the knowledge and information gained through this course to their future career 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

Introduction to Law　

 Nature of law, schools of thought, classification of law, 

domestic and international law, globalization and law

第２回

 Sources of Law

Legislation, precedent, custom, legal writing, legal 

principles

第３回

Major Legal Systems

Common law system, civil law system (the Romano-

Germanic Family), Muslim law, socialist legal system, 

Japanese legal system

第４回

Some Important Legal Concepts

Rights, duties, ownership, possession, legal and natural 

person, sovereign, substantive and procedural law, 

jurisdiction, legal remedies

第５回

Constitutional Law

Constitution, separation and balance of power, 

fundamental rights, head of the state, executive, 

legislature, judiciary, constitutional bodies

第６回

Criminal Law

Crime, mens rea, actus reus, intention, negligence, 

accident, strict liability, vicarious liability, prosecution, 

trial, evidence, bail, judgment, appeal

第７回

Torts

Concept of torts, types of torts, remedies, defense, 

liabilities

第８回

Civil Law and Proceedings

The nature of civil law, branches of civil law, civil 

proceedings, stages of civil proceedings, civil remedy

第９回

Contract Law

Concept of contract, formation of contract, proposal, 

acceptance, doctrine of frustration, breach of contract, 

remedies, domestic and international business 

contracts
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The Instructor will follow the instructions given by Ritsumeikan University regarding Grading and Evaluation. The above-mentioned Grading 

Criteria and Method of Evaluation are subject to necessary changes or modifications to comply with the rules and regulations of the 

University.

Students are required to read the handout and relevant chapter(s) of the textbook referred by the instructor. Instructor will suggest the 

students, a week in advance, about the reading materials that will be discussed in the following class. Study aids will be available on the class 

web page or the blackboard.      

Students might have developed innovative methods of study. I would like to encourage them to develop and keep up with their innovative 

methods. Also, they may take into stock following methods of study: 

 •Before students attend class, they are suggested to spend a couple of hours for reading the handout and suggested pages or chapters of the 

textbook. 

 •First, try to understand the basic concept or idea the theme (topic) covers. Second, try to apply the concept to current or day to day events 

that you have seen, feel, and read. Third, try to compare the basic concepts with issues ranging from domestic to international levels. Fourth, 

try to develop a critical faculty on the theme (topic) that you have studied in class or on reading materials.

 •You may form a small study group based on your convenience. Study groups are helpful forums for discussion, and to develop a conceptual 

clarity and critical faculty. Study groups also provide an opportunity for friendship and networking, which will be beneficial in the future as well. 

 •Please make a note, especially the point that you did not understand during reading the handout and textbook. Be attentive in class. Carefully 

listen the lecture and try to be clear on the points that you had not understood. 

 •Feel free to ask questions in class to the instructor. Instructor will be happy to respond your questions and help you to better understand the 

theme (topic) discussed. 

 •After class, feel free to consult your instructor. You are encouraged to consult and ask questions to the instructor. 

 •Please read newspapers and journals both suggested and others that you find interesting and helpful to your course. 

 •Occasionally, try to assess yourself. I am sure, you will benefit with the above-mentioned study methods. 

Students are advised to take into stock the eight points mentioned above i. e. under subtitle Graduate Courses / Study Method.

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

第10回

The Law of Business

Companies, Corporations, multinational companies, 

personality, formation of a company, directors, duties 

of directors, shareholders, rights of shareholders, 

dissolution of a company, agency, partnership

第11回

Property Law

Types of property, right to property, tangible and 

intangible properties, land and housing, wills and 

inheritance, intellectual property

第12回

Human Rights Law

Concept of human rights, treaties, conventions, 

protection of human rights, remedies

第13回

 Antitrust/Competition Law

Nature of competition law, competition, market, anti-

competitive behaviors, theories, practices, remedies

第14回

Globalization and Law

Changing nature of international law, domestic and 

international law, globalization and legal concepts, 

protection of the environment, international trade 

regime

第15回

Theories of Law

Positivism, analytical school, natural law, pure theory, 

sociological school, historical school, realistic school, 

feminist legal thought, post-modernism

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価  

 Grades

A+ = Above 90 % marks

A = 80 - 89 % marks

B = 70 - 79% marks

C = 60 - 69% marks

F = Below 59% marks

Evaluation

Class Attendance = 10%

Participation in class = 30%

Mid-term exam or Report = 20%

Final Exam or Report = 40%

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 1.Handouts to be provided by the Instructor ／／／
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Handouts to be provided by the Instructor will cover most of the course contents. Nevertheless, students may buy the textbook and 

reference books. Students are also advised to check out books from the library.

 1.The National Diet of Japan http://www.sangiin.go.jp/eng/index.htm . 

 2.Jurists: Legal Theory http://jurist.law.pitt.edu/sg_thry.htm .

 3.Journal Storage (JSTOR) http://www.sangiin.go.jp/eng/index.htm . 

 4.Legal Theory Lexicon http://legaltheorylexicon.blogspot.com/ . 

 5.Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ . 

 6.Lexix Nexis http://www.lexisnexis.com/ . 

 7.Worldwide Legal Directory http://www.hg.org/journals.html . 

 8.The United Nations International Law Resources http://www.un.org/en/law/index.shtml 

 9.The World Trade Organization http://www.wto.org 

Study aids will be available on the class web page or the blackboard. Students are welcomed to consult the instructor without prior 

appointment immediately after class. All other days, during the office hours, students are encouraged to consult the instructor with prior 

appointment. Appointment can be fixed either by email (surendra@fc.ritsumei.ac.jp ) or by telephone (075-466-3734).

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

(Surendra Bhandari) or downloadable from the 

Blackboard.

 2.About Law: An Introduction Tony Honore／Clarendon Press, Oxford, Paperback reprinted 2000／ISBN: 

0198763883／120 Pages, Price about 40.00 $

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 1.Major Legal Systems in the World Today Rene David & John C. Brierley／Stevens & Sons, 1985／ISBN 10: 0420473408, 

0420473505／

 2.Japanese Legal System: Cases and Materials Meryll Dean／Cavendish Publishing, 2nd ed. 2002／ISBN-13: 978-1859416730／

 3.Introduction to Law for Paralegals: A Critical 

Legal Thinking

Katherine A. Currier & Thomas E. Eimermann／ASPEN, 3rd ed. 2006／ISBN-13: 978-

0735557550／

 4.An Introduction to Law and Social Theory Reza Banakar & Max Travers eds.／Hart Publishing, 2002／ISBN-13: 

9781841132082 , 978-1841132082／

 5.An Introduction to Law (Law in Context Phil Harris／Cambridge University Press, Paperback 7th ed. 2006／ISBN-13: 

9780521697965／
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This is one of the General Education Courses in law. Students interested in understanding the basics of law can sign up this course.

Introduction to law is a rewarding area of study. We live in a society in which everyday life is governed by rules more than at any other period in

history. This course is designed for undergraduate students to introduce basic or foundational legal concepts, which are relevant in day to day 

life. In this course, students will be familiar with both common law and civil law systems. The course offers a comparative analysis of the laws 

of different countries. The Japanese legal system itself evidences a rich history and vivid present. Students will be introduced to the Japanese 

legal system along with a comparative study of the major legal systems of the world. In our age of globalization, international law is playing an 

important role in harmonizing different legal systems and domestic laws. Students will also be introduced to the emerging concepts of 

international and domestic laws. This course aims to build the analytical faculty of students and help them to understand the legal environment 

that is particularly important in managing the process of domestic social, political, and economic affairs, and international relations. 

This course requires no law background to sign it up. All undergraduate students are welcomed to sign up this course. 

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS101 Introduction to Law (RC) § Introduction to Law (RC) § ヴィジョン形成特殊講義

（Introduction to Law） (RC)

担当者名 /  Instructor BHANDARI SURENDRA R.

16609

Upon satisfactory completion of this course, students will be able to: 

 •Understand the basic ideas of law

 •Understand the fundamental legal concepts

 •Understand the different branches of law

 •Comprehend the nature of different legal systems

 •Understand the dynamics of international and domestic laws

 •Develop a critical legal thinking and analysis of law

 •Apply the knowledge and information gained through this course to their future career 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

Introduction to Law　

 Nature of law, schools of thought, classification of law, 

domestic and international law, globalization and law

第２回

 Sources of Law

Legislation, precedent, custom, legal writing, legal 

principles

第３回

Major Legal Systems

Common law system, civil law system (the Romano-

Germanic Family), Muslim law, socialist legal system, 

Japanese legal system

第４回

Some Important Legal Concepts

Rights, duties, ownership, possession, legal and natural 

person, sovereign, substantive and procedural law, 

jurisdiction, legal remedies

第５回

Constitutional Law

Constitution, separation and balance of power, 

fundamental rights, head of the state, executive, 

legislature, judiciary, constitutional bodies

第６回

Criminal Law

Crime, mens rea, actus reus, intention, negligence, 

accident, strict liability, vicarious liability, prosecution, 

trial, evidence, bail, judgment, appeal

第７回

Torts

 Concept of torts, types of torts, remedies, defense, 

liabilities

第８回

Civil Law and Proceedings

The nature of civil law, branches of civil law, civil 

proceedings, stages of civil proceedings, civil remedy

第９回

Contract Law

Concept of contract, formation of contract, proposal, 

acceptance, doctrine of frustration, breach of contract, 

remedies, domestic and international business 

contracts
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The Instructor will follow the instructions given by Ritsumeikan University regarding Grading and Evaluation. The above-mentioned Grading 

Criteria and Methods of Evaluation are subject to necessary changes or modifications to comply with the rules and regulations of the 

University.

Students are required to read the handout and relevant chapter(s) of the textbook referred by the instructor. Instructor will suggest the 

students, a week in advance, about the reading materials that will be discussed in the following class. Study aids will be available on the class 

web page or the blackboard.      

Students might have developed innovative methods of study. I would like to encourage them to develop and keep up with their innovative 

methods. Also, they may take into stock following methods of study: 

 •Before students attend class, they are suggested to spend a couple of hours for reading the handout and suggested pages or chapters of the 

textbook. 

 •First, try to understand the basic concept or idea the theme (topic) covers. Second, try to apply the concept to current or day to day events 

that you have seen, feel, and read. Third, try to compare the basic concepts with issues ranging from domestic to international levels. Fourth, 

try to develop a critical faculty on the theme (topic) that you have studied in class or on reading materials.

 •You may form a small study group based on your convenience. Study groups are helpful forums for discussion, and to develop a conceptual 

clarity and critical faculty. Study groups also provide an opportunity for friendship and networking, which will be beneficial in the future as well. 

 •Please make a note, especially the point that you did not understand during reading the handout and textbook. Be attentive in class. Carefully 

listen the lecture and try to be clear on the points that you had not understood. 

 •Feel free to ask questions in class to the instructor. Instructor will be happy to respond your questions and help you to better understand the 

theme (topic) discussed. 

 •After class, feel free to consult your instructor. You are encouraged to consult and ask questions to the instructor. 

 •Please read newspapers and journals both suggested and others that you find interesting and helpful to your course. 

 •Occasionally, try to assess yourself. I am sure, you will benefit with the above-mentioned study methods. 

Students are advised to take into stock the eight points mentioned above i. e. under subtitle Graduate Courses / Study Method.

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

第10回

The Law of Business

Companies, Corporations, multinational companies, 

personality, formation of a company, directors, duties 

of directors, shareholders, rights of shareholders, 

dissolution of a company, agency, partnership

第11回

Property Law

Types of property, right to property, tangible and 

intangible properties, land and housing, wills and 

inheritance, intellectual property

第12回

Human Rights Law

Concept of human rights, treaties, conventions, 

protection of human rights, remedies

第13回

 Antitrust/Competition Law

Nature of competition law, competition, market, anti-

competitive behaviors, theories, practices, remedies

第14回

Globalization and Law

Changing nature of international law, domestic and 

international law, globalization and legal concepts, 

protection of the environment, international trade 

regime

第15回

Theories of Law

Positivism, analytical school, natural law, pure theory, 

sociological school, historical school, realistic school, 

feminist legal thought, post-modernism

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Grades

A+ = Above 90 % marks

A = 80 - 89 % marks

B = 70 - 79% marks

C = 60 - 69% marks

F = Below 59% marks

Evaluation

Class Attendance = 10%

Participation in class = 30%

Mid-term exam or Report = 20%

Final Exam or Report = 40%

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 1.Handouts to be provided by the Instructor 

(Surendra Bhandari) or downloadable from the 

Surendra Bhandari／／／
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Handouts to be provided by the Instructor will cover most of the course contents. Nevertheless, students may buy the textbook and 

reference books. Students are also advised to check out books from the library.

 1.The National Diet of Japan http://www.sangiin.go.jp/eng/index.htm . 

 2.Jurists: Legal Theory http://jurist.law.pitt.edu/sg_thry.htm .

 3.Journal Storage (JSTOR) http://www.sangiin.go.jp/eng/index.htm . 

 4.Legal Theory Lexicon http://legaltheorylexicon.blogspot.com/ . 

 5.Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ . 

 6.Lexix Nexis http://www.lexisnexis.com/ . 

 7.Worldwide Legal Directory http://www.hg.org/journals.html . 

 8.The United Nations International Law Resources http://www.un.org/en/law/index.shtml 

 9.The World Trade Organization http://www.wto.org 

Study aids will be available on the class web page or the blackboard. Students are welcomed to consult the instructor without prior 

appointment immediately after class. All other days, during the office hours, students are encouraged to consult the instructor with prior 

appointment. Appointment can be fixed either by email (surendra@fc.ritsumei.ac.jp ) or by telephone (075-466-3734).

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

Blackboard.

 2.About Law: An Introduction Tony Honore／Clarendon Press, Oxford, Paperback reprinted 2000／ISBN: 

0198763883／120 Pages, Price about 40.00 $

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 1.Major Legal Systems in the World Today Rene David & John C. Brierley／Stevens & Sons, 1985／ISBN 10: 0420473408, 

0420473505／

 2.Japanese Legal System: Cases and Materials Meryll Dean／Cavendish Publishing, 2nd ed. 2002／ISBN-13: 978-1859416730／

 3.Introduction to Law for Paralegals: A Critical 

Legal Thinking

Katherine A. Currier & Thomas E. Eimermann／ASPEN, 3rd ed. 2006／ISBN-13: 978-

0735557550／

 4.An Introduction to Law and Social Theory Reza Banakar & Max Travers eds.／Hart Publishing, 2002／ISBN-13: 

9781841132082 , 978-1841132082／

 5.An Introduction to Law (Law in Context Phil Harris／Cambridge University Press, Paperback 7th ed. 2006／ISBN-13: 

9780521697965／
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A comprehensive survey of the intimate relationship between the ancient capital and the birth and development of japanese art, with an 

emphasis on architecture, garden, performing arts and the culture of the tea ceremony. Students will be systematically encouraged to make 

oral presentations on the various topics examined during the class.

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS109 Kyoto and the Japanese Arts (R) § Kyoto and the Japanese Arts (R) § ヴィジョン形成

特殊講義（Kyoto and the Japanese Arts） (R)

担当者名 /  Instructor WASSERMAN MICHEL

16570

We wish to increase our students' awareness of  the privilege of studying in an incomparable historic and artistic environment. The course is 

intended to give them a general command of japanese traditional art and culture.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

Introduction

2

A remarkable zen temple next door to Kinugasa Campus 

: Tôji-in

3

Heian-kyô and the ancient japanese capitals

4 

Kyoto and buddhism

5

Kitayama Culture : Ashikaga Yoshimitsu and the Golden 

Pavilion

6

The medieval theatre : Noh and Kyogen

7

Higashiyama Culture : Ashikaga Yoshimasa and the 

Silver Pavilion

8

Zen gardens of moss and stone

9

Tea ceremony / A dynasty of tea potters : Raku

10

Imperial villas of the early Edo Period : Katsura, 

Shûgaku-in

11

The Nijô castle, a metaphor of power

12

Kyoto and Kabuki theatre

13

Kyoto and the modernization

14

The Japanese Hollywood

15

Conclusion
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A large amount of audio-visual documentation will be used.

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 Final written report on a freely chosen subject related to 

the course 

50 ％

平常点評価 Evaluation of oral presentations on various topics and of everyday performance in class50 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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The aim of the course is to introduce students to the utmost important relations between Japan and the West. Those relations can be said to 

have basically transformed this Far Eastern country into a modern industrialized nation, decades before any other State in Asia. History, 

politics, economics, human and cultural exchanges will be studied.

An interest in international relations, as well as the ability to understand and to express one’s own opinion in the English language.

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS108 Japan and the West (RA) § Japan and the West (RA) § ヴィジョン形成特殊講義（Japan

 and the West） (RA)

担当者名 /  Instructor AVIOLAT DANIEL

13914

The intention is to instill in students the awareness of the influence of different cultures on each other and to better understand the interaction

between them.
 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

From the Silk Road to the Edo Era

第2回

Meiji Restoration

第３回

Democratization

第４回

First conflicts with the West

第５回

The 2nd World War

第６回

The America Occupation

第７回

Building up a modern Japan

第８回

Investments, Finance

第９回

Economic Agreements

第1０回

Japan and International Organizations

第1１回

Tourism, Students exchanges, Sister cities

第1２回

About religions

第1３回

Cultural exchanges

第1４回

Trying to figure the future

第1５回

Reviewing and final examination
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Absence from the last lecture’s verification examination, as well as an attendance to less than at least 10 lectures will result in a failing 

grade (F).

The lectures do not follow any text book. Recommended works may be mentioned during the course. A written text will be handed over to 

the students at each lecture.

The course will be in the form of a seminar, with a presentation of the subject and an exchange of ideas and opinion.

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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The aim of the course is to introduce students to the utmost important relations between Japan and the West. Those relations can be said to 

have basically transformed this Far Eastern country into a modern industrialized nation, decades before any other State in Asia. History, 

politics, economics, human and cultural exchanges will be studied.

An interest in international relations, as well as the ability to understand and to express one’s own opinion in the English language.

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS108 Japan and the West (RB) § Japan and the West (RB) § ヴィジョン形成特殊講義（Japan

 and the West） (RB)

担当者名 /  Instructor AVIOLAT DANIEL

16605

The intention is to instill in students the awareness of the influence of different cultures on each other and to better understand the interaction

between them.
 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

From the silk Road to the Edo Era

第2回

Meiji Restoration

第３回

Democratization

第４回

First conflicts with the West

第５回

The 2nd World War

第６回

The American Occupation

第７回

Building up a modern Japan

第８回

Investments, Finance

第９回

Economic Agreements

第1０回

Japan and International Organizations

第1１回

Tourism, Students exchanges, Sister cities

第1２回

About religions

第1３回

Cultural exchanges

第1４回

Trying to figure the future

第1５回

Reviewing and final examination
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Absence from the last lecture’s verification examination, as well as an attendance to less than at least 10 lectures will result in a failing 

grade (F).

The lectures do not follow any text book. Recommended works may be mentioned during the course. A written text will be handed over to 

the students at each lecture.

The course will be in the form of a seminar, with a presentation of the subject and an exchange of ideas and opinion.

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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Both international students and Japanese students will visit Hiroshima on August 6th and Nagasaki on August 9th and study nuclear issues and 

efforts for peace.  Students will get together two times on Saturday in June and July, and also once on Saturday in October.

Program Itinerary (subject to change): 

 August 4(Tue) Leave for Hiroshima/visit the Hiroshima Peace Memorial Museum 

 August 5(Wed)Visit sites such as Hiroshima Peace Park, etc. 

 August 6(Thu) Attend the Hiroshima Memorial Ceremony, and visit related

 organizations for peace 

 August 7(Fri) Leave for Nagasaki / visit the Nagasaki Atomic Bomb Museum and 

Oka Masaharu Memorial Nagasaki Peace Museum

 August 8 (Sat) Field trips to war-related sites in Nagasaki 

 August 9 (Sun) Attend Nagasaki City’s Memorial Ceremony 

Program Fee:  about 60,000~70,000 yen (This can be changed depending on the number of participants. The more participants there are, the 

less expensive it would be because a discount is allowed for groups.)

Program fee includes: 

- 5-night accommodation from the night of August 4th to August 8 (3 nights in Hiroshima, 2 nights in Nagasaki) 

- Costs associated with all group activities such as museum admission, local transportation, honoraria to guest speakers and a staff, and all 

administrative and coordination costs. 

Participating students are responsible for arranging and paying for the following: 

 -Return ticket to Kyoto or your own trip to other places 

 -Overseas Travel Insurance (mandatory - check your insurance coverage with your university or college) 

 -Meals

 -All costs associated with activities such as sightseeing, field trips  

 -All other personal expenses 

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

Students are expected to read the website of Hiroshima Peace Memorial Museum, Nagasaki Atomic Bomb Museum and Oka Masaharu 

Memorial Peace Museum.

単位数 /  Credit 2

IR-AS110 Peace Studies Seminar (R) § Peace Studies Seminar (R) § ヴィジョン形成特殊講義

（Peace Studies Seminar） (R)

担当者名 /  Instructor 山根 和代

20478

The primary objective is for students to learn about the reality of the atomic bombing and citizens’ wishes for peace in Japan and the world 

and to think how they can contribute to the abolition of nuclear weapons.

Students will visit Hiroshima Memorial Peace Museum, Nagasaki Atomic Bomb Museum and so forth. 

Students are expected to read articles on nuclear issues in newspaper every day.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

Theme: To think how to pave the way for peace in the 

world considering Hiroshima and Nagasaki

atomic bombing, Hiroshima, Nagasaki, nuclear weapons

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Students are expected to write a paper on their field trip to Hiroshima and Nagasaki.100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

There will be some handouts. ／／／



2012 年度シラバス立命館大学

参考書 / Reference Books

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Nonkilling History. Shaping Policy with Lessons 

from the Past.

Adolf, Antony, ed.／Center for Global Nonkilling／／Includes chap. by Kazuyo 

Yamane: No More Air Raids.

Three Decades of Peace Education Around the 

World.1996.

Burns, Robin J., ed.／New York. Garland.／／Includes chap. by Kazuyo Yamane: A 

Peace  Museum as a Center for Peace Education.

Peace Philosophy in Action.2010. Carter, Candice C. and Kumar, Ravindra, eds.／Palgrave Macmillan.／／Includes 

chap. by Kazuyo Yamane: War   Renunciation and Abolishment.

The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust 

of World War II.1998.

Chang, Iris.／Penguin Books.／／

Embracing Defeat: Japan in the Wake of World 

War II.1999.

Dower, John W.／New York. W. W. Norton & Company / The  New Press.／／

Encyclopedia of Human Rights.2009. Forsythe, David.／Oxford University Press.／／

The Theory of Peace and the Practice of 

Peace Museums,1999.

Galtung, Johan, ed.／Kyoto. Kyoto Museum for World Peace.／／ presented in the 

organizing committee of the Third International Conference of Peace Museums. 

Exhibiting Peace.

Handbook of Peace and Conflict Studies.2009. Galtung, Johan & Webel, Charles, eds.／ Routledge.／／

“Japan: Keystone of the Pacific” 1991. Gerson, Joseph.／Boston. South End Press.／／in Gerson, J. and Birchard, B., ed. 

The Sun Never Sets.

Censoring History: Citizenship and Memory in 

Japan, Germany, and the United States. 2000.

Hein, Laura and Selden, Mark, eds.／ Armonk. New York & London. M.E.Sharpe.／／

Islands of Discontent: Okinawan Responses to 

Japanese and American Power.2003.

／Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Oxford.／／

Hiroshima and Nagasaki: Retrospect and 

Prospect. 1995.

Holdstock, Douglas and Barnaby, Frank eds.／London. Routledge.／／Includes two 

chaps. by Kazuyo Yamane: Hiroshima and Nagasaki: The Beginning of the Nuclear Age 

& Current Attitudes to the Atomic Bombings.

Peace Studies in the Chinese Century. 2006. Hunter, Alan.／ Hampshire, England; Burlington, USA. Ashgate.／／Includes chap. by 

Kazuyo Yamane: Japanese Peace Museums.

Biographical Dictionary of Modern Peace 

Leaders.1985.

Josephson, Harold, ed.／ London. Greenwood Press.／／

The Historical Museum of Sexual Slavery by 

the Japanese Military. 1988.

Kim, Younghee; Choi, Youngjae; Travis, Kemp; Engen, Robert; Ward, Kamil, eds.／ The 

House of Sharing.／／

Peace Museums Worldwide.1998. League of Nations Archives, Geneva in Association with the Department of Peace 

Studies, University of Bradford.／Geneva. United Nations publication on Peace.／／

 A Guide to Peace Osaka. 2001. Mason, Gregory. ed.Ihara, Miho, trans.／Minnesota. Osaka International Peace Centre 

Foundation and Gustavus Adolphus College.／／

A Modern History of Japan.2002. McClain, James.／New York & London. Norton.／／

Museums for Peace: A Contribution to 

Remembrance, Reconciliation, Art and Peace. 

2005.

Momoitio, Iratxe.／Gernika. Gernika Peace Museum／／Includes chap.by Kazuyo 

Yamane: Characteristics of Peace Museums in Japan.

Exhibiting Peace. 1998. The Organizing Committee of the Third International Conference of Peace Museums.

／Kyoto Museum for World Peace.／／Includes chap. by Kazuyo Yamane: Creating 

Peace Culture: An Exchange of Japanese-Chinese Opinions of Germ Warfare in China.

World Peace and Disarmament.2003. Parmar, Leena. ed.／ Jaipur, India. Pointer Publishers.／／Includes chap. by Kazuyo 

Yamane: Creating a Culture of Peace at a Peace Museum.

Netherlanders, Japanners, Indonesiers. 2002. Somers, Erik. ed.／Amsterdam, Netherlands. Instituut voor Oorlogsdocumentatie.／／

Includes chap. by Kazuyo Yamane: Vrede en Wederzijds Begrip/Peace and Mutual 

Understanding.

Encyclopedia of Violence, Peace & Conflict, Vol 

2.  1999.

Van den Dungen, Peter. “Peace Education: Peace Museums” in Lester R. Kurtz., ed.／

San Diego, California. Academic Press.／／

World Encyclopedia of Peace. Vol. 4. 1999. “Peace Museums” in Choue, Young Seek, ed.／New York. Oceana Publications,／／

Blankets of Fire: U.S. Bombers over Japan 

during World War II.1996.

Werrell, Kenneth P.／Washington and London. Smithsonian Institution Press.／／

Confronting the Bomb: A Short History of the 

World Nuclear Disarmament Movement. 2009.

Wittner, Lawrence S.／Stanford  University Press.／／
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The International Peace Research Association, IPRA: http://www.iprasydney2010.org/Communicating_Peace.html

Peace Studies Association of Japan, PSAJ: http://www.psaj.org/

The Department of Peace Studies, University of Bradford: http://www.bradford.ac.uk/external/

Coventry University, MA/Postgraduate Diploma, Peace and Reconciliation Studies:

    http://legacywww.coventry.ac.uk/legacy/acad/isl/forgive/about/crs_ma.htm

European University Center for Peace Studies, Schlaining, Austria: http://www.worldwide.edu/ci/austria

MA Program in Peace, Conflict and Development Studies, Universitat Jaume I - Castellon, Spain:

  http://www.epd.uji.es　

University for Peace: http://www.upeace.org/ The Peace and Conflict Review is hosted at the headquarters of the 

    UN mandated University for Peace, UPEACE, San Jose, Costa Rica. 

Journal of Peace Education, published by Routledge; England: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/17400201.asp

The International Network of Museums for Peace : http://www.museumsforpeace.org/

Muse - newsletter of the Japanese Network of Museums for Peace, website of the Center for Tokyo Air Raids and War

    Damage: http://www.tokyo-sensai.net/muse/index.html

International Peace Bureau: http://www.ipb.org/

Abolition 2000: Network of 2000 organizations in 90 countries working for global treaty to eliminate nuclear weapons:

    http://www.abolition2000.org/

Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space: http://www.space4peace.org

Friends of the Earth; information and action on climate change, food, biodiversity: http://www.foe.co.uk/

Amnesty International, international organization working to protect human rights: http://www.amnesty.org/

Students need to pay for the trip to Hiroshima and Nagasaki.

The cost will be announced in the future.

If there are over 20 students, they will be asked to write an essay in English.

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

Children of the Atomic Bomb: An American 

Physician’s Memoir of Nagasaki, Hiroshima, 

and the Marshall Islands.1995.

Yamazaki, James N.／Duke University Press.／／

Grassroots Museums for Peace in Japan: 

Unknown Efforts for Peace and 

Reconciliation.2009.

Yamane, Kazuyo.／Germany. VDM.／／

Museum for Peace Worldwide. 2008. Yamane, Kazuyo.／The Organizing Committee of the Sixth International Conference 

of Museums for Peace. Kyoto Museum for World Peace.／／

The Oxford International Encyclopedia of 

Peace. 2010.

Young, Nigel J., ed.／Oxford. Oxford University Press.／／ Includes chap. by Kazuyo 

Yamane:

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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The aim of this course is to provide historical context to the practice of international relations today, through the development and expansion 

of international society. By studying for this course, students should be able to make historically nuanced and sensible judgment about 

contemporary international debates.

None

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS112 Modern World History (RA) § Modern World History (RA) § ヴィジョン形成特殊講義

（Modern World History） (RA)

担当者名 /  Instructor 安高 啓朗

13867

Understand the key events, concepts and players in modern world history, and to be able to relate it to the development of International 

Relations Theory.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

Introduction: The Evolution of International Society

Course description and structure, International History 

and IR

2

Birth of Modern International Society

Birth and development of the Westphalian system, 

eighteenth century European diplomacy

3

Growth of International Society

Concert of Europe

4

Expansion of International Society

Empire and imperialism

5

Instability in International Society: World War I

WWI, fourteen points

6

Instability in International Society: Interwar Period

League of Nations

7

Instability in International Society: World War II

WWII, Nazi Germany, United Nations

8

The Dark Side of International Society

Colonisation, decolonisation

9

Division of International Society: Start of the Cold War

Reconstruction, division of Europe, West and East

10

Division of International Society: Development of the 

Cold War

Containment, Western unity, Vietnam War

11

Division of International Society: From Détente to the 

End of the Cold War

Détente, fall of the Berlin Wall, fall of the Soviet Union

12

Promises and Pitfalls of International Society: Post-Cold 

War and the End of History

End of the Cold War and end of history, globalization, 

humanitarian intervention

13

Promises and Pitfalls of International Society: Post-Cold 

War and the Clash of Civilisations

Unipolar moment, new security threats, clash of 

civilisations

14

Promises and Pitfalls of International Society: 9/11 and 

the War on Terror

9/11, war on terror, Bush Doctrine

15

Conclusion: The Future of International Society
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Readings will be indicated before class each week.

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 Short Essay

* 1,500 words (including footnotes and bibliography)

50 ％

平常点評価 Essay Structure Exercise (30%)

* Identify key components of an essay

Attendance and Participation (20%)

* Students are expected to attend each week.

50 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

The Evolution of International Society Adam Watson／Routledge／／

Diplomacy  Henry Kissinger／Simon & Schuster Paperbacks／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Understanding Global Conflict and Cooperation, 

8th Revised edition

Joesph Nye and David Welch／Pearson Longman／／

The Anarchical Society, 3rd ed. Hedley Bull／Palgrave Macmillan／／

The Expansion of International Society Hedley Bull and Adam Watson／Oxford University Press／／

The Rise and Fall of the Great Powers Paul Kennedy／Vintage／／

国際関係史 有賀貞／東京大学出版会／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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The aim of this course is to provide historical context to the practice of international relations today, through the development and expansion 

of international society. By studying for this course, students should be able to make historically nuanced and sensible judgment about 

contemporary international debates.

None

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS112 Modern World History (RB) § Modern World History (RB) § ヴィジョン形成特殊講義

（Modern World History） (RB)

担当者名 /  Instructor 安高 啓朗

16569

Understand the key events, concepts and players in modern world history, and to be able to relate it to the development of International 

Relations Theory.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

Introduction: The Evolution of International Society

Course description and structure, International History 

and IR

2

Birth of Modern International Society

Birth and development of the Westphalian system, 

eighteenth century European diplomacy

3

Growth of International Society

Concert of Europe

4

Expansion of International Society

Empire and imperialism

5

Instability in International Society: World War I

WWI, fourteen points

6

Instability in International Society: Interwar Period

League of Nations

7

Instability in International Society: World War II

WWII, Nazi Germany, United Nations

8

The Dark Side of International Society

Colonisation, decolonisation

9

Division of International Society: Start of the Cold War

Reconstruction, division of Europe, West and East

10

Division of International Society: Development of the 

Cold War

Containment, Western unity, Vietnam War

11

Division of International Society: From Détente to the 

End of the Cold War

Détente, fall of the Berlin Wall, fall of the Soviet Union

12

Promises and Pitfalls of International Society: Post-Cold 

War and the End of History

End of the Cold War and end of history, globalization, 

humanitarian intervention

13

Promises and Pitfalls of International Society: Post-Cold 

War and the Clash of Civilisations

Unipolar moment, new security threats, clash of 

civilisations

14

Promises and Pitfalls of International Society: 9/11 and 

the War on Terror

9/11, war on terror, Bush Doctrine

15

Conclusion: The Future of International Society
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Readings will be indicated before class each week.

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 Short Essay

* 1,500 words (including footnotes and bibliography)

50 ％

平常点評価 Essay Structure Exercise (30%)

* Identify key components of an essay

Attendance and Participation (20%)

* Students are expected to attend each week.

50 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

The Evolution of International Society Adam Watson／Routledge／／

Diplomacy  Henry Kissinger／Simon & Schuster Paperbacks／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Understanding Global Conflict and Cooperation, 

8th Revised edition

Joesph Nye and David Welch／Pearson Longman／／

The Anarchical Society, 3rd ed. Hedley Bull／Palgrave Macmillan／／

The Expansion of International Society Hedley Bull and Adam Watson／Oxford University Press／／

The Rise and Fall of the Great Powers Paul Kennedy／Vintage／／

国際関係史 有賀貞／東京大学出版会／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

This course will be carried out in English.

Review the Japanese foreign policy in the post WWⅡera, and will discuss the problems and challenges that Japan will be faced with in the 

coming years.

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS113 Special Lecture(General Education Course) (RA) § Special Lecture (RA) § ヴィジョン形

成特殊講義（Special Lecture） (RA)

担当者名 /  Instructor 薮中 三十二

13868

Through this lecture course, improve the understanding on the Japanese foreign policy.

It is exppected that each student will study, develop one's own view, and will speak out in the class.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

Introduction to the world of Diplomacy

History, definition, today’s role of diplomacy

2

Overview of Japan's Foreign Policy mainly in the post 

WW Two era.(Part1)

Study the history of the Japanese foreign policy in the 

post WW Two era,   in particular 1950s through 1970s

3

Overview of Japan’s Foreign Policy(Part2)

Study the histry of Japanese foreign policy in 1980s 

and onward

4

Japan-U.S. Alliance

Study Japan U.S. Alliance, its history and the role 

today.

What is the framework of the security alliance?

Review the Japan-U.S. Security Treaty, and examine 

the role it would have  in the today and tomorrow's 

world.

5

Japan's foreign policy toward Asia

Review the overall Japan's foreign policy toward Asian 

countries

6

Japan-China relations(Part1)

Review the overall relations with China

7

Japan-China relations(Part2)

Challenges ahead in the relationship between Japan 

and China including

East China Sea and Senkaku Islands.

8

Korean Penninsular(Part1)

Japan-ROK relations including Takeshima and other 

sensitive issues

9

KOrean Penninsular(Part2)

Japan-North KOrea relations, and SixParty Talks.

Also examine the challenges ahead in the Penninsular.

10

Japan and Russia Relations

examine the relationship betwee Japan and Russia 

including Northern        Territorial issue.

11

External economic relations(TPP and other economic 

issues)

Study and develop ideas on the economic issues, 

including the TPP issue.

12

Japan' s ODA

Examine the role and problems of Japan's ODA(Official 

Development Aid)

13

Middle East and Africa

Study the problems in the Miiddle Wast and challenges 

if the African      

countries

14

Presentaion of the views by each student on the major 

issues of 

the Japanese foreign policy(Part1)

Select issues that Japanaese foreign policy is faced 

with and present own

views by each student.
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拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

15

Presentaion of the views by each student on the major 

issues of 

the Japanese foreign policy(Part2)

The same of 14th class

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 Report examination at the end of the semester.20 ％

平常点評価 Participation to the class, and in particular the active involvement in the   discussion is the 

key to the judgement.

80 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Diplomatic Bluebook ／Ministry of Foreign Affairs of Japan／／

Foreign Diplomacy H. Nicholson／University of Tokyo Press／／

Kokka no Unmei M. Yabunaka／Shinchosha／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

This lecture is primarily for foreign students and is aimed for them to get acquainted with today's

Japanese society. We deal with major topics ,political,economical as well as cultural,from important 

news stories on English newspaper or magazine,which will be distributed to you. we analize and discuss over them.

 no special preparatory study is necessary,but it is highly recommendable to keep your special

 attention on whatever phenomena carried on daily newspaper or magazine

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS113 Special Lecture(General Education Course) (RB) § Special Lecture (RB) § ヴィジョン形

成特殊講義（Special Lecture） (RB)

担当者名 /  Instructor 清本 修身

13869

deeper understanding of ongoing important developmentof Japan and of its background to cultivate

comparative ways of analisis

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

  1

guidance , HIgher Education in Japan and Japanese 

youngster

  inwardlooking or outwardlooking

 2

  general outlook of Japan for near future

  aging society

3

Japanese contemporary politics ①

  basic political system since wwⅡ from one party rule 

to coalition

   generation change

4

Japanese contemporary politics ②

 

 coalition and "nejire"（twisted)

  coalition fatigue

5

 presentation and discussion by group of students

  each group pick up some topics relevant to lecture  

on their own research

6

Japanese economy ① from bubble to recession

   lost decades

7

  Japanese Economy ② free trade and structural 

change in globalized world

    FTA and TPP

8

 Japanese contents industry(cultural bisiness) and its 

potencial

   "cool Japan " policy

9

  presentation and discussion by group of students

 each group pick up some topics relevant to lecture on 

their own research

10

 new development of Japanese diplomacy ①

  Japan and Asia , historical development

11

  Japanese diplomacy ②

  Japan and U。S.A。  deepening of the alliance and 

major pending problem

12

  presentation and discussion by group of students

   each group pick up some topics relevant to lecture 

on their own research

13

  Japanese immigration policy

  as a responce to decreasing population and in search 

for more cultural diversity
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   your attitude to participate in the discussion will be positively assesed

  no particular textbook is used

  any other subject you may take will be of much help to understand this lecture

     no special advice

 you are free to ask any question in the class and to contact me to my  E-mail    (okt21994@ir.ritsumei.ac.jp)

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

14

  Japanese social security and welfare system

 time bomb

15

  presentation and discussion by group of students

   summing up lecture

  free talk for final report of each student

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 60 ％

平常点評価 40 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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This year is 20 anniversary of Kyoto Museum for World Peace. Focusing on developing peace museum by using empowerment theory as the 

action framework on the view of comparing peace musuems in the world using CD-ROM of Museums for Peace Worldwide. And then to think 

about what is peace museum and new role of peace museum by reserching for the relationship between peace studies and welfare studies.

Hopfully taking the JWP Special Studie (3rd Priod every Wednesday) in Spring Semester, you can easily understand of my class.

本科目の受講にあたっては、TOEFL（ITP)530点以上、TOEFL（iBT）71点以上およ

び同等以上の英語力が必要です。

In order to register for this course, students are required to have a

minimum TOEFL-ITP score of 530, TOEFL-iBT score of 71 or equivalent.

単位数 /  Credit 2

IR-AS114 Peace Museum Seminar (R) § Peace Museum Seminar (R) § ヴィジョン形成特殊講義

（Peace Museum Seminar） (R)

担当者名 /  Instructor 桂 良太郎

13920

For understanding the situations of museums for peace, in the comparative study view points from the situations of peace museums between 

Europe-American and Asia,is our focus of lecture. Another goal of our lecture is trying to establish new concept of integration between welfare 

studies and peace sciences with leaning some examples of peace museums in Asia in comparatively view points from Europe-American peace 

museums.

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

       1

Introductions of our Lecture   

Why we study Peace museums in the study of Social 

welfare and Area study.  

       2

Study trip in Kyoto Museum for World Peace  

  

Kyoto Museum for World Peace

       3

Demonstration of Web Site and Making Grops for web 

site production.  

 

Demonstration of Web Site, Making Groups

       4

Lectour of  welfare studies and Peace science.  

Social work and Peace study 

       5

Presentation-Europian Museums-1  

Presentation-Europian Museums

       6

Presentation-Europian Museums-2

Presentation-Europian Museums

       7

Presentation-Ameriacan Museums-1  

  

Presentation-American Museums

       8

Presentation-American Museums-2  

Presentation-American Museums

       9

Presentation-Asian Museums-1  

Presentation-Asian Museums 

       10

Presentation-Asian Museums-2  

Presentation-Asian Museums 

       11

Presentation-Japanese Museums  

 

Presentation-Japanese Museums

       12

Group Discussion of difference between wor museum 

and peace museum.  

What is the difference points between wor and peace 

museums 

       13

Group Discussion about the role of museums for world 

peace  

 

What is the role of museums for world peace.
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Over 60% of attendance are requisited.

A+ students are requied some indivisual report and presentation of characteristical view points.

Course material information will be given at the beginning of the course

Q&A by e-mail: katsurar@ir.ritsumei.ac.jp but meeting together is much better.

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

       14

Future image of museums for world peace.  

Future image of museums for world peace. 

       15

Presentaion for A+ students and Conclusion

Presentaion for A+ students and Conclusion

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Situation of indivisual presentation and 

individual's moral and conttribution of 

activities for making good group 

working.  

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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大学での学びは机を前に座って学ぶだけに留まるものではない。机の上での学びが「デスクワーク」とするなら、キャンパスを出て、まちの動きの

只中で学ぶ「フィールドワーク」は、もう一つの学び方である。何より、「複雑に絡んだ現代社会に鋭いメスを入れ、謎や疑問を徹底的に解明する」

といったフレーズは、テレビの中だけで通用するものではなく、むしろ、誰もが率先して「問い」に向き合う合い言葉として携えていってよいのでは

ないだろうか。そこで本科目では、立命館における教養教育の柱の一つである「社会で学ぶ自己形成科目」の中核として、「座」と「動」を織り交

ぜ、社会における問題の発見から解決までのシナリオを協働で探ることを目的する。

フィールドワークで重要なのは、軽快なフットワークと確固たるチームワークを発揮することである。そこで、本科目では、研究目的で行われる「ア

クションリサーチ」などの課題探求型のフィールドワークではなく、学習目的で行われる「サービスラーニング」の視点で、他者への関わりを通じた

多様なコミュニティにおける主体的な学びの展開を図ることとする。結論から言えば、この科目は問題群（problems）から個別具体的な課題

（issue）を見極め、見定めることができるよう、世の中への目利きとなることを意図とした科目として展開される。そして、受講生の率先した自主活

動を重視し、現代社会における多様な問題への理解と、他者との相互作用の中での学びを促す。

〈この科目は予備登録が必要な科目です。「受講および研究に関するアドバイス」の項を確認してください〉

地域参加学習入門

単位数 /  Credit 2

現代社会のフィールドワーク (GA)

担当者名 /  Instructor 山口 洋典

56190

１．大学以外での学びを体験し、NPO等の組織マネジメントやリーダーシップなどへの関心が高まる。

２．現代社会の問題群に対する自らの関心を明らかにし、問題の当事者と解決の担い手が誰か理解する。

３．今後自らが習得すべき専門分野を踏まえ、問題解決への接近にどのような学びが重要を見つけだす。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

オリエンテーション：地域に入る上での気づきの準備

感性

第2回

フィールドワークのツボ：コミュニケーションとネットワーキ

ング

協働

第3回

現代社会とシチズンシップ：「SMART」な目標設定

貢献

第4回

ポスト3.11のコミュニティデザイン：不可能性の時代の向こ

うに

共生

第5回

フィールドワークの実践(1)：情報収集

知識

第6回

現代社会のキーワード(1)：無縁社会

結縁

第7回

フィールドワークの実践(2)：チームビルディング

連帯

第8回

現代社会のキーワード(2)：絆

再生

第9回

フィールドワークの実践(3)： クリティカル・シンキング

省察

第10回

現代社会のキーワード(3)：シェア

互恵

第11回

フィールドワークの実践(4)：熟慮による概念の補強

連結

第12回

現代社会のキーワード(4)：格差

継承

第13回

フィールドワークの実践(5)：コンセプトの統合

贈与

第14回

現代社会のキーワード(5)：コミュニケーションデザイン

交歓

第15回

プレゼンテーションとラップアップ〜beyond borders, 

creating futere!〜

越境
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講義運営においては、facebookの非公開グループを設置し運用するので、それぞれにアカウントを作成すること。

フェイスブック　http://www.facebook.com

立命館大学サービスラーニングセンター　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

【後期追加募集をします】追加募集予備登録締切：９月２７日（木）11：00（AM）

この科目の受講には本登録・後期修正登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録では、「志望理由」に基づき選考を行います。予備登

録方法、サービスラーニングセンターHPを参照してください。http://www.ritsumei.ac.jp/slc/

また、学部によって受講条件・単位認定が異なります。各学部「履修要項」や、サービスラーニングセンターHPを参照してください。

facebookの非公開グループを設定する

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 チーム単位での取り組みの 終報告を も重視し、そうした取り組みの過程におけるチームへ

の貢献度の相互評価をもって、総合的に成績を判定します。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

関係性の学び方 サラ・コナリー、マージット・ミサンギワッツ(著)、山田一隆・井上泰夫(訳)／晃洋書房／

978-4771021082／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

イシューからはじめよ：知的生産の「シンプルな

本質」

安宅和人／英治出版／978-4862760852／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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他者に貢献する活動を行い、経験したことを振り返りながら自己の成長を図る「サービスラーニング」の手法を用いた演習型科目である。地域社

会の事業（講演会をはじめ各種イベント等）への参加と運営の補助などを通じて、問題発見と課題探索の実践に取り組む。具体的には、事業の

着手から終了までの一連の過程を知り、そこに携わる人々の役割や責務を体験的に学ぶ。この科目受講を通して、市民としての倫理観・正義

感・責任感（シチズンシップ）への関心を育ててほしい。

地域参加活動入門、現代社会のフィールドワーク

単位数 /  Credit 2

シチズンシップ・スタディーズⅠ (GA) § 専門特殊講義 (SR) § 地域活性化ボランティア (GA) § 地

域活性化ボランティア (JA) § 地域活性化ボランティア (PA) § 特殊講義（自由選択）Ⅰ（地域活性

化ＶＴ） (TA) § 特殊講義（自由選択）１ (V1) § 特殊講義（自由選択） (V1) § 特殊講義（基礎）１

（地域活性化ボランティア） (CA) § 特殊講義（地域活性化ボランティア） (WA)

担当者名 /  Instructor 山口 洋典

60385

１．「場」の運営に携わることを通じて、社会問題の認識が深まる。

２．地域参加を通してシチズンシップ向上の自覚を得る。

３．「問いを探す」「深く考える」習慣がつく。

４．社会で学ぶ自己形成に関する継続学習への意欲を持つ。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1~2回

事前学習Ⅰ（授業２回分）

①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

第3回

オリエンテーション

①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。

第4回

事前学習Ⅱ（授業１回分）

①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。

第5~7回

ボランティア活動（前半）

①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

第8回

中間振り返り（授業１回分）

①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。



2012 年度シラバス立命館大学

講義運営においては、受入先との調整の上で、facebookの非公開グループを設置し運用するので、それぞれにアカウントを作成すること。

上記の「15回」分の講義は、サービスラーニングセンターのマネジメントのもとで、受講生と活動先との相互調整の上で設計・構築・展開される。

ただし、各プロジェクトの担当教員が毎週固定した時間に報告・連絡・相談を受ける時間（コアタイム）を設置する。いわゆるオフィスアワーのよう

なものであるが、本科目の受講生にのみ開かれた時間である。有効に活用し、各種の調整が積極的に図られることを望んでいる。

　●コアタイム：火曜3限 存811

google http://www.googole.co.jp

立命館大学サービスラーニングセンター　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

この科目の受講には本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録では、「志望理由」に基づき選考を行います。また、学部によって受講

条件・単位認定が異なります。

予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」や、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照して

ください。　　

　　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

第9～11回

活動（後半）

①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

第12~13回

事後学習（授業２回分）

①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。

第14～15回

活動報告会（授業２回分）

プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 この科目はP/F評価です。評価は下記の要件で行います。

①事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会のすべてに出席しているこ

と

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計42

時間以上行なっていること

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

関係性の学び方 サラ・コナリー、マージット・ミサンギワッツ(著)、山田一隆・井上泰夫(訳)／晃洋書房／

978-4771021082／



2012 年度シラバス立命館大学

ボランティア保険（300円/実費）の加入が必要です。

facebookの非公開グループを設定する。

拡張項目 

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other



2012 年度シラバス立命館大学

他者に貢献する活動を行い、経験したことを振り返りながら自己の成長を図る「サービスラーニング」の手法を用いた演習型科目である。地域社

会の事業（講演会をはじめ各種イベント等）への参加と運営の補助などを通じて、問題発見と課題探索の実践に取り組む。具体的には、事業の

着手から終了までの一連の過程を知り、そこに携わる人々の役割や責務を体験的に学ぶ。この科目受講を通して、市民としての倫理観・正義

感・責任感（シチズンシップ）への関心を育ててほしい。

地域参加活動入門、現代社会のフィールドワーク

単位数 /  Credit 2

シチズンシップ・スタディーズⅠ (GB) § 専門特殊講義 (SX) § 地域活性化ボランティア (GB) § 地

域活性化ボランティア (JB) § 地域活性化ボランティア (PB) § 特殊講義（自由選択）Ⅰ（地域活性

化ＶＴ） (TB) § 特殊講義（自由選択）１ (V2) § 特殊講義（自由選択） (V2) § 特殊講義（基礎）１

（地域活性化ボランティア） (CB) § 特殊講義（地域活性化ボランティア） (WB)

担当者名 /  Instructor 山口 洋典

60394

１．「場」の運営に携わることを通じて、社会問題の認識が深まる。

２．地域参加を通してシチズンシップ向上の自覚を得る。

３．「問いを探す」「深く考える」習慣がつく。

４．社会で学ぶ自己形成に関する継続学習への意欲を持つ。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1~2回

事前学習Ⅰ（授業2回分）

①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

第3回

オリエンテーション

①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。

第4回

事前学習Ⅱ（授業1回分）

①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。

第5～7回

ボランティア活動（前半）

①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

第8回

中間振り返り（授業1回分）

①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。



2012 年度シラバス立命館大学

講義運営においては、受入先との調整の上で、facebookの非公開グループを設置し運用するので、それぞれにアカウントを作成すること。

上記の「15回」分の講義は、サービスラーニングセンターのマネジメントのもとで、受講生と活動先との相互調整の上で設計・構築・展開される。

ただし、各プロジェクトの担当教員が毎週固定した時間に報告・連絡・相談を受ける時間（コアタイム）を設置する。いわゆるオフィスアワーのよう

なものであるが、本科目の受講生にのみ開かれた時間である。有効に活用し、各種の調整が積極的に図られることを望んでいる。

　●コアタイム：火曜3限 存811

google http://www.googole.co.jp

立命館大学サービスラーニングセンター　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

この科目の受講には本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録では、「志望理由」に基づき選考を行います。また、学部によって受講

条件・単位認定が異なります。

予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」や、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照して

ください。　　

http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

第9回～11回

ボランティア活動（後半）

①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

第12～13回

事後学習（授業2回分）

①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。

第14～15回

活動報告会（授業2回分）

プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 この科目はP/F評価です。評価は下記の要件で行います。

①事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会のすべてに出席しているこ

と

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計42

時間以上行なっていること

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

関係性の学び方 サラ・コナリー、マージット・ミサンギワッツ(著)、山田一隆・井上泰夫(訳)／晃洋書房／

978-4771021082／



2012 年度シラバス立命館大学

ボランティア保険（300円/実費）の加入が必要です。

facebookの非公開グループを設定する

拡張項目 

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other



2012 年度シラバス立命館大学

他者に貢献する活動を行い、経験したことを振り返りながら自己の成長を図る「サービスラーニング」の手法を用いた演習型科目である。地域社

会の事業（講演会をはじめ各種イベント等）への参加と運営の補助などを通じて、問題発見と課題探索の実践に取り組む。具体的には、事業の

着手から終了までの一連の過程を知り、そこに携わる人々の役割や責務を体験的に学ぶ。この科目受講を通して、市民としての倫理観・正義

感・責任感（シチズンシップ）への関心を育ててほしい。

地域参加活動入門、現代社会のフィールドワーク

単位数 /  Credit 2

シチズンシップ・スタディーズⅠ (GC) § 専門特殊講義 (SY) § 地域活性化ボランティア (GC) § 地

域活性化ボランティア (JC) § 地域活性化ボランティア (PC) § 特殊講義（自由選択）Ⅰ（地域活性

化ＶＴ） (TC) § 特殊講義（自由選択）１ (V3) § 特殊講義（自由選択） (V3) § 特殊講義（基礎）１

（地域活性化ボランティア） (CC) § 特殊講義（地域活性化ボランティア） (WC)

担当者名 /  Instructor 川中 大輔

60403

１．「場」の運営に携わることを通じて、社会問題の認識が深まる。

２．地域参加を通してシチズンシップ向上の自覚を得る。

３．「問いを探す」「深く考える」習慣がつく。

４．社会で学ぶ自己形成に関する継続学習への意欲を持つ。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1～2回

事前学習Ⅰ（授業2回分）

①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

第3回

オリエンテーション

①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。

第4回

事前学習Ⅱ（授業1回分）

①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。

第5～7回

ボランティア活動（前半）

①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

第8回

中間振り返り（授業１回分）

①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。



2012 年度シラバス立命館大学

講義運営においては、受入先との調整の上で、facebookの非公開グループを設置し運用するので、それぞれにアカウントを作成すること。 

上記の「15回」分の講義は、サービスラーニングセンターのマネジメントのもとで、受講生と活動先との相互調整の上で設計・構築・展開される。

ただし、各プロジェクトの担当教員が毎週固定した時間に報告・連絡・相談を受ける時間（コアタイム）を設置する。いわゆるオフィスアワーのよう

なものであるが、本科目の受講生にのみ開かれた時間である。有効に活用し、各種の調整が積極的に図られることを望んでいる。

　●コアタイム：水曜5限 P106

google http://www.googole.co.jp

立命館大学サービスラーニングセンター　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

この科目の受講には本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録では、「志望理由」に基づき選考を行います。また、学部によって受講

条件・単位認定が異なります。

予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」や、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照して

ください。　　

　　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

第9回～11回

ボランティア活動（後半）

①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

第12～13回

事後学習（授業2回分）

①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。

第14～15回

活動報告会（授業2回分）

プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 この科目はP/F評価です。評価は下記の要件で行います。

①事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会のすべてに出席しているこ

と

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計42

時間以上行なっていること

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

関係性の学び方 サラ・コナリー、マージット・ミサンギワッツ(著)、山田一隆・井上泰夫(訳)／晃洋書房／

978-4771021082／
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ボランティア保険（300円/実費）の加入が必要です。

facebookの非公開グループを設定する

拡張項目 

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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他者に貢献する活動を行い、経験したことを振り返りながら自己の成長を図る「サービスラーニング」の手法を用いた演習型科目である。地域社

会の事業（講演会をはじめ各種イベント等）への参加と運営の補助などを通じて、問題発見と課題探索の実践に取り組む。具体的には、事業の

着手から終了までの一連の過程を知り、そこに携わる人々の役割や責務を体験的に学ぶ。この科目受講を通して、市民としての倫理観・正義

感・責任感（シチズンシップ）への関心を育ててほしい。

地域参加活動入門、現代社会のフィールドワーク

単位数 /  Credit 2

シチズンシップ・スタディーズⅠ (GD) § 専門特殊講義 (S1) § 地域活性化ボランティア (GD) § 地

域活性化ボランティア (JD) § 地域活性化ボランティア (PD) § 特殊講義（自由選択）Ⅰ（地域活性

化ＶＴ） (TD) § 特殊講義（自由選択）１ (V4) § 特殊講義（自由選択） (V4) § 特殊講義（基礎）１

（地域活性化ボランティア） (CD) § 特殊講義（地域活性化ボランティア） (WD)

担当者名 /  Instructor 川中 大輔

60412

１．「場」の運営に携わることを通じて、社会問題の認識が深まる。

２．地域参加を通してシチズンシップ向上の自覚を得る。

３．「問いを探す」「深く考える」習慣がつく。

４．社会で学ぶ自己形成に関する継続学習への意欲を持つ。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1～2回

事前学習Ⅰ（授業2回分）

①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

第3回

オリエンテーション

①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。

第4回

事前学習Ⅱ(授業1回分）

①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動の準

備を整える

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。

第5～7回

ボランティア活動(前半）

①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

第8回

中間振り返り（授業1回分）

①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。
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講義運営においては、受入先との調整の上で、facebookの非公開グループを設置し運用するので、それぞれにアカウントを作成すること。

上記の「15回」分の講義は、サービスラーニングセンターのマネジメントのもとで、受講生と活動先との相互調整の上で設計・構築・展開される。

ただし、各プロジェクトの担当教員が毎週固定した時間に報告・連絡・相談を受ける時間（コアタイム）を設置する。いわゆるオフィスアワーのよう

なものであるが、本科目の受講生にのみ開かれた時間である。有効に活用し、各種の調整が積極的に図られることを望んでいる。

●コアタイム：水曜5限 P106 

google http://www.googole.co.jp

この科目の受講には本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録では、「志望理由」に基づき選考を行います。また、学部によって受講

条件・単位認定が異なります。

予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」や、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照して

ください。　　

　　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

第9～11回

ボランティア活動（後半）

①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

第12～13回

事後学習（授業2回分）

①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。

第14～15回

活動報告会（授業2回分）

プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 この科目はP/F評価です。評価は下記の要件で行います。

①事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会のすべてに出席しているこ

と

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計42

時間以上行なっていること

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

関係性の学び方 サラ・コナリー、マージット・ミサンギワッツ(著)、山田一隆・井上泰夫(訳)／晃洋書房／

978-4771021082／
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立命館大学サービスラーニングセンター　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア保険（300円/実費）の加入が必要です。

 facebookの非公開グループを設定する

拡張項目 

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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大学生の学びの場はキャンパス内にとどまるものではない。

ボランティア活動などの、地域へ参加する活動を通じても、かけがえのない学びを得ることができる。人間的な成長や、専門知識への関心を高め

ることが出来る。地域参加の活動は、地域に貢献するだけでなく、参加する学生にとっても、得るものが大きいのである。

しかし、地域参加活動の魅力や、そこで得られる学びは、活動を行っていない者にはなかなか理解しがたい。また、社会的な活動であるため、事

前に諸々の注意事項を理解しておく必要がある。

本講義では、地域参加活動へ誘う動機づけをおこなう。そして、活動に参加するための心構えを身につけることも目的としている。本講義では多

くのゲストスピーカーが登場する。いずれも日常の学生生活では出会えない人ばかりなので、臆せずに質問等を行ってほしい。

講義内では地域の各種イベント等を紹介する。ぜひ、積極的に足を運び、感じること、出会うこと、考えることに対して誠実にあって欲しい。

単位数 /  Credit 2

地域参加学習入門 (GA) § 特殊講義（地域参加活動入門） (G) § ヴィジョン形成特殊講義（地域

参加活動入門） (P) § ヴィジョン形成特殊講義（地域参加学習入門） (P)

担当者名 /  Instructor 山口 洋典

56179

地域参加活動の意義・現状・課題を整理し、方法を学び、活動するための準備となることを目指している。本講義を終え、地域に参加する受講者

が一人でも多く現れてほしいと望んでいる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ゆたかな時代に(1):地域参加学習へのいざない～磨けば

光る「私」

「石」

2

ゆたかな時代に(2):若者と地域参加～つながるチカラ・寄

り添うチカラ   

「風」

3

 課題を探る(1)：地域活性化の仕掛け   

「場」

4

課題を探る(2)：地域活性化の仕組み

「財」

5

課題を探る(3)：地域活性化の見せ方   

「伝」

6

課題を探る(4)：地域活性化の仕込み

「知」

7

中間まとめ～個人から集団へ

「束」

8

 地域参加型学習へのまなざし(1)：地域を学ぶ「ツール」

「具」

9

地域参加型学習へのまなざし(2)：地域で学ぶ「スキル」

「力」

10

地域参加型学習へのまなざし(3)：地域と学ぶ「ソウル」

「魂」

11

地域人として生きる(1)：多文化共生とソーシャル・インク

ルージョン

「弱」

12

地域人として生きる(2)：大学ボランティアセンターとサービ

スラーニング

「接」

13

地域人として生きる(3)：ソーシャル・イノベーションと社会

的責任（SR）   

「革」

14

地域人として生きる(4)：コミュニケーションデザインとコ

ミュニティ

「関」

15

まとめ～「人は、あなたに出会って、わたしになる」

「共」
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http://www.google.co.jp

講義担当者の若者とボランティアに対する基本的な捉え方は、国際ボランティア学会の学会誌「ボランティア学研究」の第9号に「自分探しの時代

に承認欲求を満たす若者のボランティア活動：先駆的活動における社会参加と社会変革の相即を図る「半返し縫い」モデルの提案」としてまとめ

ている。必要に応じて講義内で紹介する。

本講義では基本的にレクチャーを中心とした授業スタイルとなるが、できるだけ学生の授業参加があるよう、工夫していきたい（質問用紙の配

布、演習形式の取り入れ、Twitterの活用など）。それらに対しての積極的な姿勢を望みたい。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 小レポート（4回・各10点）・ 終レポート（60点）

上記のとおり4つに分けられたテーマ毎に小レポートを課し、 終レポートとあわせて総合的に

評価する。逐次与えられた設題について十分に論じられているか。文章は論理的か。誤字脱字

やインターネットからの剽窃はないか。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

コミュニティを問いなおす―つながり・都市・日本

社会の未来

広井良典／筑摩書房(ちくま新書)／4480065016／社会の動向に広い視点を向ける

地域を活かすつながりのデザイン-大阪・上町台

地の現場から

上町台地コミュニティデザイン研究会／創元社／4422250558／地域に根ざした活動の

知恵を実践から見出す

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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様々な健康情報・健康問題が取り巻く現代で、「健康に生きる」ということはどういうことなのか、また、これからますます進む高齢化社会とどのよ

うに向き合っていくのか、などについて考えていきたい。　

テーマが多いため、こまめに復習を行ってほしい。

単位数 /  Credit 2

現代人とヘルスケア (SA)

担当者名 /  Instructor 空閑 佐智子

13510

様々な健康情報・健康問題を知り、「健康」について自分の考えを持つ。

特別な予備知識は要求しないが、日ごろから自分や家族などの健康に関心を持っておくことが望ましい。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

健康ってなんだろう？

平均寿命・死亡率

2

食べることついて（栄養素）

栄養・三大栄養素

3

食べることついて（栄養素）

ビタミン・ミネラル・食物繊維

4

食べることついて（食生活）

食事摂取基準・食事評価・外食

5

運動について

運動の効果・身体活動量

6

メタボリックシンドローム

診断基準　

7

肥満

体脂肪・減量

8

生活習慣病①

糖尿病

9

生活習慣病②

高血圧

10

夏の健康対策

熱中症

11

タバコ

有害物質・依存症・禁煙

12

アルコール

代謝・パッチテスト

13

健康食品

保健機能食品

14

食品表示

期限表示・強調表示

15

これからの高齢社会

高齢化率・認知症

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 筆記試験（授業内容の理解度を判定）100 ％
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拡張項目 

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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様々な健康情報・健康問題が取り巻く現代で、「健康に生きる」ということはどういうことなのか、また、これからますます進む高齢化社会とどのよ

うに向き合っていくのか、などについて考えていきたい。　

テーマが多いため、こまめに復習を行ってほしい。

単位数 /  Credit 2

現代人とヘルスケア (SB)

担当者名 /  Instructor 空閑 佐智子

16233

様々な健康情報・健康問題を知り、「健康」について自分の考えを持つ。

特別な予備知識は要求しないが、日ごろから自分や家族などの健康に関心を持っておくことが望ましい。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

健康ってなんだろう？

平均寿命・死亡率

2

食べることついて（栄養素）

栄養・三大栄養素

3

食べることついて（栄養素）

ビタミン・ミネラル・食物繊維

4

食べることついて（食生活）

食事摂取基準・食事評価・外食

5

運動について

運動の効果・身体活動量

6

メタボリックシンドローム

診断基準

7

肥満

体脂肪・減量

8

生活習慣病①

糖尿病

9

生活習慣病②

高血圧

10

冬の健康対策

風邪・インフルエンザ

11

タバコ

有害物質・依存症・禁煙

12

アルコール

代謝・パッチテスト

13

健康食品

保健機能食品

14

食品表示

期限表示・強調表示

15

これからの高齢社会

高齢化率・認知症

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 筆記試験（授業内容の理解度を判定）100 ％
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拡張項目 

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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この講義では、現代社会においてスポーツがどのような状況にあるのか、またその抱えている問題点や課題はどこにあるのかを明らかにし、今

後のスポーツの展望を考えていくものとしたい。この講義では教養科目と言う性格も鑑み、これらのテーマを中心にしながらも学生諸君が持って

おり、自明のものと考えているスポーツ意識やこれに関わる固定した知の枠組みを砕いていくことも試みることとしたい。

基礎教養科目であり、他の科目やスポーツの関連報道と関わらせて幅広い視点で自己のスポーツの見方を構築して欲しい。そのために授業で

はいくつか参考文献を紹介するので、興味を持ったものを読み進めて欲しい。

単位数 /  Credit 2

スポーツと現代社会 (SA)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

13514

・スポーツが社会的、歴史的に構成された文化であることを理解すること。

・スポーツの現状と課題について理解すること。

・自らがスポーツを変えていく主体であることを理解すること。

この講義は低回生を対象にするものとして展開するので、可能な限り概念をかみ砕いて説明するようにしたい。またビデオなど視聴覚教材も多

用するものとし、幅広い知識の上に立ってこれからのスポーツのあり方について考えていけるようにしたい。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

ボールはなぜ丸いのかースポーツ文化の歴史性

儀礼、文化、スポーツ史

２

高度競技力スポーツの展開（１）-現在のスポーツ科学

スポーツ科学

３

高度競技力スポーツの展開（２）ー組織体制

スポーツの組織、旧東ドイツ

４

グローバル化とスポーツ（１）

スポーツビジネス、ナイキモデル

５

グローバル化とスポーツ（２）

スポーツ労働力移動

６

近代スポーツとは何か（１）

近代スポーツ、英国スポーツモデル

７

近代スポーツとは何か（２）

アマチュアリズム、スポーツマンシップ

８

近代スポーツとは何か（３）

プロスポーツの誕生、労働者階級

９

アメリカスポーツの展開

合理性、コマーシャリズム、ロサンゼルスオリンピック

１０

ホモルーデンスとしてのスポーツ

ホイジンガ、遊び論、近代合理性

１１

日本のスポーツの展開（１）

武士道という虚構、国民国家、天皇制

１２

日本のスポーツの展開（２）戦後のスポーツ展開と体制

三セクター、企業スポーツ、東京オリンピック

１３

日本のスポーツの展開（３）第二臨調・行革とスポーツ

スポーツ産業、ポスト福祉国家

１４

日本のスポーツの展開（４）Jリーグの誕生と新しいアク

ター

Jリーグ、百年構想、サポーター

１５

まとめー新しい社会運動とスポーツ

スポーツの公共性、公共圏

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義の理解度とその表現力を評価基準とする100 ％
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特に使用しないが、プリントなど授業にて配布することとしたい

授業中適宜指示する。

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/　　日本体育学会HP

http://www.jsss.jp/　(日本スポーツ社会学会HP） 

http://www.j-league.or.jp/　(Jリーグ公式サイト)

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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オリンピックやＷ杯に代表される国際的なスポーツイベント、欧州におけるサッカー選手の国を超えた移籍・帰化など、スポーツはグローバル化

の時代の中で多様な展開を見せ、社会とともに大きく変化している。そのため、現代社会におけるスポーツの持つ多様な意味やスポーツに関わ

る諸問題を理解するためには、多角的な視点、総合的な分析によりスポーツを批判する力が求められる。

本講義では、スポーツと現代社会に関する基礎知識を習得し、現代社会におけるスポーツの機能・役割などを社会的・政治的・経済的側面から

把握するとともに、現代社会におけるスポーツの持つ意味と諸問題についても考察していく。

現代とスポーツ

また、現代社会に関わる科目であればどんな科目でもいいです。　

授業内容に関してレポートを課す場合がある。

単位数 /  Credit 2

スポーツと現代社会 (SB)

担当者名 /  Instructor 権 学俊

16232

学生の皆さんと共にスポーツと現代社会について考え、意見を述べあえる授業を目指す。

1)講義を通じて、現代社会とスポーツの社会的、文化的変動を具体的なトピックの検討を通じて理解し、現代社会とスポーツとの関わり・全体像

を明らかにする。

2)現代社会とスポーツの関わりについて具体的に調査・分析する能力を養うとともに、スポーツに関する広い視野と批判能力を身に付ける。

3)テーマに対して自らの考えを表現することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

スポーツと現代社会についての概要と導入(シラバス説

明、本講の目的・内容、学習の進め方、評価など)

概要、シラバス、評価

第2回

近代国民国家とスポーツ

ヨーロッパ、国民国家、国民統合、抵抗ナショナリズム、

アジア、植民地

第3回

現代社会とオリンピック(1)　

オリンピックの歴史、オリンピズム、アマチュアリズム、

商業化

第4回

現代社会とオリンピック(2)　

国家、ナショナリズム、国威発揚、ドーピング、勝利至上

主義

第5回

ワールドカップと現代社会(1)　ワールドカップの歴史と商

業化

FIFA、商業化、メディア、政治

第6回

ワールドカップと現代社会(2) 2002年日韓ワールドカップ

共同開催の歴史的意味

戦後日韓関係、メディアイベント、街頭応援、サポータ文

化

第7回

ビデオ鑑賞①　

オリンピック、ワールドカップ、感想文

第8回

スポーツとグローバリゼーション

移民、国籍、格差、搾取、多文化社会

第9回

スポーツと政治、ナショナリズム　　

国家、国民形成、戦争、身体管理、ナショナリズム、オリ

ンピック

第10回

スポーツと環境問題　　　　

環境破壊、開発、近代化、長野オリンピック　　　

第11回

ビデオ鑑賞②　

スポーツ、現代社会

第12回

スポーツ市場・産業の動向、メディア　　　　　　　　　　　

スポーツ産業、スポーツ市場、余暇市場、経済、レ

ジャー

第13回

日本のスポーツイベントと問題点

国民体育大会、明治神宮体育大会

第14回

日本と諸外国のスポーツ政策と特徴

スポーツ施策、生涯、福祉、福祉国家、市民、イギリス、

ドイツ、日本、韓国

第15回

スポーツの未来を展望する

まとめ、スポーツ、現代社会、示唆点
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テキストは特になし。講義時にプリントを配布し、テキストとする。

その他、参考文献は毎回の講義時に紹介する。

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

(財)日本体育協会　http://www.japan-sports.or.jp/　

(財)日本オリンピック委員会   http://www.joc.or.jp/

独立行政法人日本スポーツ振興センター　　http://www.naash.go.jp/

(財)日本スポーツクラブ協会    http://www.jsca21.or.jp/

(財)日本体育施設協会   http://www.jp-taiikushisetsu.or.jp/

講義に対する理解を高めるため、講義内容に関連するビデオ鑑賞がある。

ゲストスピーカーによる講義もありうる。

受講者は自分の意見や感想などを発表できる力を授業を通して身につけてほしい。積極的に授業に参加することが求められる。

電話番号とメールアドレスなとを講義時に公開する。事前にメールなどで連絡もらえば面談いたします。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 1.講義で取り上げたテーマについてきちんと理解できているかどうかを評価する。(講義内容の

理解度)

2.主題の明確な把握と論述の根拠、批判・批評の論点、自分の考えを論理的に述べているかど

うか、文章の完成度などを総合的に評価する。

50 ％

平常点評価 1. 講義に関する意見や感想、ビデオ鑑賞の感想などを書いてもらい、それを評価する。

2. 感想文をもって出欠をとり、それを平常点として評価する。

50 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会とスポーツ ピーター・マッキントッシュ／大修館書店／4-469-26203-X／

変容する現代社会とスポーツ 日本スポーツ社会学会／世界思想社／4-7907-0723-7／

メディアスポーツ解体 森田浩之／NHKブックす／978-4-14-091148-8／

新スポーツ放送権ビジネス 前線 メディア総合研究所／花伝社／4-7634-0465-2／

現代スポーツ社会学序説 海老原　修／杏林書院／4-7644-1566-6／

現代スポーツのパースペクティブ 菊幸一他／大修館書店／4-469-26613-2／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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　スポーツを行うことによって、身体に様々な変化が生じている。それは新たな動作の獲得や、筋力の増大などの機能的もしくは構造的な変化で

ある。本講義では、この変化を、コンディショニングとスキル学習の２本柱から解説し、受講生がスポーツに関する基礎的な知識から実際のト

レーング方法に関する科学的な知識を理解し、健康の維持や管理、スポーツパフォーマンスを向上させる等の目的に合わせてトレーニングを実

践できるようになることを講義の目的とする。

特になし

関連する文献・資料等を講義中に適宜紹介する。各自、復習で活用してください。

単位数 /  Credit 2

スポーツのサイエンス (S)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

13506

・スポーツをすることによって身体に生じる変化のメカニズムを運動生理学の基礎的な知識を踏まえて理解する。

・自らの生活の中で目的に応じた方法でスポーツと向き合え、トレーニングを実践できるようになる。

受講に専門的知識は特に必要としない。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

授業の概要と導入、講義内容の概説

到達目標、コンディショニングとスキル学習

2

筋の構造と機能

筋肥大、筋繊維タイプ、超回復、滑走説

3

スポーツにおける筋力トレーニング

等尺性収縮・短縮性収縮・伸張性収縮、パワー、筋力、

抵抗

4

身体の源

同化、異化、栄養

5

エネルギー供給機構

ATP-PCr系、解糖系、有酸素系

6

無酸素性トレーニングと有酸素性トレーニング１

乳酸

7

無酸素性トレーニングと有酸素性トレーニング２

乳酸性作業閾値、 大酸素摂取量

8

ウエイトコントロール

標準体重、運動強度、基礎代謝

9

運動と神経内分泌

ホルモンの作用機序、ストレス

10

運動と環境

高所トレーニング、体温調節

11

スポーツと神経系

コオーディネーショントレーニング、脳の可塑性

12

運動調節の階層性

反射、随意運動

13

スキル学習

パフォーマンス曲線、学習の段階

14

トレーニング計画

目的、手段

15

トレーニングの実際

全体性と総和性

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 運動生理学の基礎知識を踏まえ、スポーツを科学的な視点で観察し、自らの言葉で論理的な

記述ができる。

70 ％

平常点評価 授業中の質問に対する応答、出席等を考慮する。30 ％
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必要に応じて講義内で適宜紹介する。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

運動生理学 P.O.オストランド，K.ラダール／大修館書店／4-469-26037-1／

マイネルスポーツ運動学 クルト・マイネル／大修館書店／978-4469260663／

運動学習とパフォーマンス リチャード・シュミット／大修館書店／978-4469262803／

ストレングス＆コンディショニングⅠ理論編 NSCAジャパン／大修館書店／978-4469265194／

スポーツ・運動生理学概説 山地啓司, 大築立志, 田中宏暁／明和出版／978-4901933247／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

本講義ではスポーツを広い意味での身体運動文化ととらえ、その社会的歴史的存在としての個性を、古代から中世、近代を経て現代に至るま

で、主としてヨーロッパを中心にスポーツ文化の諸相とその発展の経緯から概観していく。講義では文献資料の紹介が中心となるが、受講生の

理解を促進するために、できる限り映像資料なども用いて進めていきたい。

講義では教科書等を使わず、すべて配布レジュメを通じての学習となるが、その作成にあたっては下記の各種「参考書」を多く参照しているの

で、予習・復習の際にわかりにくい点が生じたら、精力的に目を通すようにしてもらいたい。また、授業外での担当者とのコミュニケーションに関し

ては、基本的に授業前後の時間内でお願いしたい。

単位数 /  Credit 2

スポーツの歴史と発展 (SA)

担当者名 /  Instructor 西原 茂樹

13527

講義を通じて、それぞれの時代におけるスポーツ文化が当該社会の中でいかなる意味を持っていたのか、また私たちが日頃親しんでいる野球、

サッカーなどの「近代スポーツ」が、19世紀のヨーロッパの社会状況からの影響をいかに強く受けて生まれてきたのかといったことを理解してもら

い、そのことによって受講者のスポーツ観が一層深まることを望みたい。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

「スポーツ」とは何か？なぜ「歴史」なのか？

「スポーツ」の語源および語義の変遷

第２回

古代の身体運動文化〔１〕

未開社会のスポーツ、古代文明のスポーツ

第３回

古代の身体運動文化〔２〕

古代オリンピック

第４回

古代の身体運動文化〔３〕

古代ローマのショー・スポーツ

第５回

中世の身体運動文化〔１〕

貴族のスポーツ、農民のスポーツ、都市民のスポーツ

第６回

中世の身体運動文化〔２〕

（ビデオ鑑賞）イギリス・アシュボーンの民俗フットボール

第７回

中世の身体運動文化〔３〕

民俗フットボール、中世日本のスポーツ

第８回

近代スポーツの誕生〔１〕

近代スポーツ誕生の社会的基盤およびその担い手

第９回

近代スポーツの誕生〔２〕

イギリスにおける伝統的民衆娯楽の淘汰と近代化

第１０回

近代スポーツの誕生〔３〕

アマチュアリズムの確立、近代スポーツへの女性の参

入

第１１回

近代スポーツの誕生〔４〕

（ビデオ鑑賞）映画『炎のランナー』に見るアマチュアリズ

ムと勝利至上主義

第１２回

近代スポーツの誕生〔５〕

近代オリンピックの創設、その平和的理念と現実のオリ

ンピックの間の矛盾

第１３回

近代スポーツの伝播と受容〔１〕イギリススポーツ

19世紀における大英帝国の繁栄、帝国主義的風潮との

関わり

第１４回

近代スポーツの伝播と受容〔２〕アメリカスポーツ

20世紀後半以降の商業主義化との関わり、近代スポー

ツの普遍化が孕む問題性

第１５回

日本における近代スポーツの受容と展開 

近代スポーツの大衆化、在来スポーツの近代化

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 選択問題および論述問題。授業内容全体の理解度を重視する。70 ％

平常点評価 数回に一度の割合で、授業の感想・質問・要望等を授業後に書いてもらい、それを日常点とし

て組み入れる。

30 ％



2012 年度シラバス立命館大学

テキストは特に指定しない。講義の中で参考となり得る文献をその都度紹介する。

上記以外の参考文献については、配布レジュメに記載する。また、事典としては岸野雄三編集代表『 新スポーツ大事典』（大修館書店）が

参考になる。

古代や中世の運動文化は近代スポーツとは大きくかけ離れているように見えるので、興味が沸きにくいこともあるかも知れない。しかし、私たち

が日頃親しんでいる近代スポーツは、多かれ少なかれそうした近代以前の運動文化を基盤として成立したものであることは間違いなく、何かの

はずみで古い時代の痕跡が顔を覗かせることもあるだろう。であるならば、近代以前の運動文化を知ることは近代スポーツそのものへの理解も

深めることにもつながるのであり、そのような広い視野を持って古代以来のスポーツ文化の歩みを確認してもらいたい。

数回に一度の割合で感想・質問等を書いてもらうことを、コミュニケーションペーパーの代わりとする。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

図説スポーツ史 寒川恒夫／朝倉書店／4-254-69023-1／講義全体を通じて参照

古代オリンピック 桜井万里子、橋場弦／岩波書店／4-00-430901-8／古代オリンピックに関する 新の

研究成果

近代スポーツの誕生 松井良明／講談社／4-06-149512-7／イギリスにおける伝統的民衆娯楽の淘汰と近

代化に関する文献

スポーツの歴史 レイモン・トマ／白水社／4-560-05750-8／寒川恒夫「付論　日本のスポーツ」が参考

となる

スポーツと帝国 アレン・グットマン／昭和堂／4-560-05750-8／近代スポーツの伝播と受容に関する文

献

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other



2012 年度シラバス立命館大学

本講義ではスポーツを広い意味での身体運動文化ととらえ、その社会的歴史的存在としての個性を、古代から中世、近代を経て現代に至るま

で、主としてヨーロッパを中心にスポーツ文化の諸相とその発展の経緯から概観していく。講義では文献資料の紹介が中心となるが、受講生の

理解を促進するために、できる限り映像資料なども用いて進めていきたい。

講義では教科書等を使わず、すべて配布レジュメを通じての学習となるが、その作成にあたっては下記の各種「参考書」を多く参照しているの

で、予習・復習の際にわかりにくい点が生じたら、精力的に目を通すようにしてもらいたい。また、授業外での担当者とのコミュニケーションに関し

ては、基本的に授業前後の時間内でお願いしたい。

単位数 /  Credit 2

スポーツの歴史と発展 (SB)

担当者名 /  Instructor 西原 茂樹

16231

講義を通じて、それぞれの時代におけるスポーツ文化が当該社会の中でいかなる意味を持っていたのか、また私たちが日頃親しんでいる野球、

サッカーなどの「近代スポーツ」が、19世紀のヨーロッパの社会状況からの影響をいかに強く受けて生まれてきたのかといったことを理解してもら

い、そのことによって受講者のスポーツ観が一層深まることを望みたい。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

「スポーツ」とは何か？なぜ「歴史」なのか？ 

「スポーツ」の語源および語義の変遷

第２回

古代の身体運動文化〔１〕

未開社会のスポーツ、古代文明のスポーツ

第３回

古代の身体運動文化〔２〕

古代オリンピック

第４回

古代の身体運動文化〔３〕

古代ローマのショー・スポーツ

第５回

中世の身体運動文化〔１〕

貴族のスポーツ、農民のスポーツ、都市民のスポーツ

第６回

中世の身体運動文化〔２〕

（ビデオ鑑賞）イギリス・アシュボーンの民俗フットボール

第７回

中世の身体運動文化〔３〕

民俗フットボール、中世日本のスポーツ

第８回

近代スポーツの誕生〔１〕

近代スポーツ誕生の社会的基盤およびその担い手

第９回

近代スポーツの誕生〔２〕

イギリスにおける伝統的民衆娯楽の淘汰と近代化

第１０回

近代スポーツの誕生〔３〕

アマチュアリズムの確立、近代スポーツへの女性の参

入

第１１回

近代スポーツの誕生〔４〕

（ビデオ鑑賞）映画『炎のランナー』に見るアマチュアリズ

ムと勝利至上主義

第１２回

近代スポーツの誕生〔５〕

近代オリンピックの創設、その平和的理念と現実のオリ

ンピックの間の矛盾

第１３回

近代スポーツの伝播と受容〔１〕イギリススポーツ

19世紀における大英帝国の繁栄、帝国主義的風潮との

関わり

第１４回

近代スポーツの伝播と受容〔２〕アメリカスポーツ

20世紀後半以降の商業主義化との関わり、近代スポー

ツの普遍化が孕む問題性

第１５回

日本における近代スポーツの受容と展開 

近代スポーツの大衆化、在来スポーツの近代化

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 選択問題および論述問題。授業内容全体の理解度を重視する。70 ％

平常点評価 数回に一度の割合で、授業の感想・質問・要望等を授業後に書いてもらい、それを日常点とし

て組み入れる。

30 ％



2012 年度シラバス立命館大学

テキストは特に指定しない。講義の中で参考となり得る文献をその都度紹介する。

上記以外の参考文献については、配布レジュメに記載する。また、事典としては岸野雄三編集代表『 新スポーツ大事典』（大修館書店）が

参考になる。

古代や中世の運動文化は近代スポーツとは大きくかけ離れているように見えるので、興味が沸きにくいこともあるかも知れない。しかし、私たち

が日頃親しんでいる近代スポーツは、多かれ少なかれそうした近代以前の運動文化を基盤として成立したものであることは間違いなく、何かの

はずみで古い時代の痕跡が顔を覗かせることもあるだろう。であるならば、近代以前の運動文化を知ることは近代スポーツそのものへの理解も

深めることにもつながるのであり、そのような広い視野を持って古代以来のスポーツ文化の歩みを確認してもらいたい。

数回に一度の割合で感想・質問等を書いてもらうことを、コミュニケーションペーパーの代わりとする。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

図説スポーツ史 寒川恒夫／朝倉書店／4-254-69023-1／講義全体を通じて参照

古代オリンピック 桜井万里子、橋場弦／岩波書店／4-00-430901-8／古代オリンピックに関する 新の

研究成果

近代スポーツの誕生 松井良明／講談社／4-06-149512-7／イギリスにおける伝統的民衆娯楽の淘汰と近

代化に関する文献

スポーツの歴史 レイモン・トマ／白水社／4-560-05750-8／寒川恒夫「付論　日本のスポーツ」が参考

となる

スポーツと帝国 アレン・グットマン／昭和堂／4-560-05750-8／近代スポーツの伝播と受容に関する文

献

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】エアロビクス

「スポーツ方法実習Ｉ」では、スポーツを教養とコミュニケーション文化の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やス

ポーツ技術・集団コミュニケーションに関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

成果だけでなく、授業への取り組み、その過程の姿勢と課題に対する掘り下げを重視します。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A1)

担当者名 /  Instructor 砂連尾 理

10683

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅰ」は、具体的な運動を教材として取りあげながら、個人技能だけに偏らず、グループワークに学習の重点を

置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第一回

ガイダンス　授業のねらいや進め方。

第二回

基本的な身体技能の構造の理解と実習１

様々な歩く、走るからの考察。

第三回

基本的な身体技能の構造の理解と実習２

呼吸法、様々なコンタクト。

第四回

基本的な身体技能の構造の理解と実習３

脱力。真似る動きからの考察。

第五回

教材種目によるスポーツ技術の分析１

鉛筆、ティッシュ等を使って動く。

第六回

教材種目によるスポーツ技術の分析２

マットを使って身体を感じる。

第七回

教材種目によるスポーツ技術の分析３

楽器を使い、音と動きの考察。

第八回

中間振り返り。いままでのディスカッション。

第九回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営１

伝達ゲームを動きにする。

第十回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営２

絵を使って動きを作る。

第十一回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営３

自己紹介を動きにしていく。

第十二回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営４

映像を使い、動きを分析する。

第十三回

クリエーション１　対話から動きを発見、発展させていく。

グループムーブメント

第十四回

クリエーション２　自己と向き合い、動いてみる。

ソロムーブメント

第十五回

まとめの振り返り。レポート作成。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

 

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバスケットボールの技術的目標を設定しその目

標を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影

を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A2)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

11297

・バスケットボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バスケットボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

基本トレーニング１

ドリブルのタイプ、ゲーム形式

6

基本トレーニング２

ドリブルのタイプ、ゲーム形式

7

基本トレーニング３

シュートのタイプ、ゲーム形式

8

基本トレーニング４

シュートのタイプ、ゲーム形式

9

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

10

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

11

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

12

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

13

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

14

大会１

リーグ戦

15

大会２

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバスケットボールの技術的目標を設定しその目

標を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影

を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A3)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

11465

・バスケットボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バスケットボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

基本トレーニング１

ドリブルのタイプ、ゲーム形式

6

基本トレーニング２

ドリブルのタイプ、ゲーム形式

7

基本トレーニング３

シュートのタイプ、ゲーム形式

8

基本トレーニング４

シュートのタイプ、ゲーム形式

9

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

10

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

11

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

12

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

13

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

14

大会１

リーグ戦

15

大会２

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】ソフトボール

「スポーツ方法実習I」（ソフトボール）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるため

に必要な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめ

ざす。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A4)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

12194

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、ソフトボールを教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きなが

ら、スポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています.男女共学で行うため体力的

ハンディのある女子学生には特別ルールを設け、クラス内で活発に話し合い

コミュニケーション能力を養う。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回

ソフトボールの概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習・女

子学生には特別ルールを設ける）

第4回

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習と

練習方法の理解）

第5回

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習と練習方法の理解）

第6回

 基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習と練習方法の理解)

第7回

技術の分析１　（個人のスポーツ技術分析とトレーニング

課題）

第8回

技術の分析２　（対人関係のスポーツ技術分析とトレーニ

ング課題）

第9回

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回

教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・分析結果とプランの提案）

第13回

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第14回

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）

第15回

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】エアロビクス

この授業では、スポーツ方法実習のなかでもエアロビクスに焦点をあてて、エアロビクスの動きを実習しながら、同時にエアロビクス理論を習得

する。さらに、運動、栄養、休養などの観点から健康を多面的に考える。

エアロビクスのみならず、ストレッチやダンベル体操の理論を学習し、実践してほしい。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A5)

担当者名 /  Instructor 遠藤 保子

12195

エアロビクスの実習を行い、エアロビクスの基本的な考え方、実習法などを確実に身につけるとともに、健康とは何かを多面的に考える視点を養

う。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

授業の概要と導入

授業目標、方法、成績評価、自己紹介

2

体力テスト1、グループ分

ウォーミングアップ、反復横とび、握力テスト、シャトルラ

ンなど、クールダウン

3

エアロビクス実習1

ウォーミングアップ、静的ストレッチ、ダンベル体操、エア

ロビクスエクササイズ、クールダウン、エアロビクス理論

の説明、今日の反省

4

エアロビクス実習2

ウォーミングアップ、動的ストレッチ、ダンベル体操、エア

ロビクスエクササイズ、クールダウン、エアロビクスの運

動プログラムの説明、今日の反省

5

エアロビクス実習3

ウォーミングアップ、ペアストレッチ、ダンベル体操、エア

ロビクスエクササイズ、クールダウン、エアロビクスと栄

養、休養、今日の反省

6

エアロビクス実習4

ウォーミングアップ、ペアストレッチ、ダンベル体操、エア

ロビクスエクササイズ、クールダウン、レポート（運動1）

発表、今日の反省

7

エアロビクス実習5

ウォーミングアップ、シェイプアップストレッチ、ダンベル

体操、エアロビクスダンス、クールダウン、レポート（栄

養1）発表、今日の反省

8

体力テスト2

ウォーミングアップ、反復横とび、握力テスト、シャトルラ

ンなど、クールダウン、

レポート（休養1）発表、今日の反省

9

エアロビクス実習6

ウォーミングアップ、シェイプアップストレッチ、ダンベル

体操、エアロビクスダンス、クールダウン、レポート（運

動2）発表、今日の反省

10

エアロビクス実習7

ウォーミングアップ、ペアストレッチ、ダンベル体操、エア

ロビクスダンス、クールダウン、

レポート(栄養2）発表、今日の反省

11

エアロビクス実習8

ウォーミングアップ、ペアストレッチ、ダンベル体操、エア

ロビクスダンス、クールダウン、

レポート(休養2）発表、今日の反省

12

エアロビクス実習9

ウォーミングアップ、シェイプアップストレッチ、ダンベル

体操、エアロビクスダンス、クールダウン、レポート(運動

3）発表、今日の反省

13

エアロビクス実習10

ウォーミングアップ、シェイプアップストレッチ、ダンベル

体操、エアロビクスダンス、クールダウン、レポート(栄養

3）発表、今日の反省

14

体力テスト3

ウォーミングアップ、反復横とび、握力テスト、シャトルラ

ンなど、クールダウン、

レポート(休養3）発表、今日の反省

15

体力テスト、エアロビクス理論と実習のまとめ

体力テストの変化、総合評価、健康的な生活を送るため

の指標
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この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

汗をかくことが予想されるため、タオルを持参し、水分が補給できるようにしてほしい。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業の態度、実習の取り組み方、レポートのまとめ方、その発表の仕方、自学自習などを総合

的に判断する。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

エアロビクス・ウエイ ケネス・クーパー／ベースボールマガジン社／4-583-02314-6／

ウエルネスライフのすすめ 古川文隆／丸善メイツ／4-89577-058-3／

ＰＨＷの戦後改革と現在 三浦正行／文理閣／4-89259-240-4／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】ソフトボール

「スポーツ方法実習I」（ソフトボール）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるため

に必要な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめ

ざす。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A6)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

12324

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、ソフトボールを教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きなが

ら、スポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解する.男女共学で行うため体力的ハンディのある女子学

生には特別ルールを設けクラス内で活発に話し合いコミュニケイション能力を養うことを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回 

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回 

ソフトボールの概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回 

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習・女

子学生には特別ルールを設ける）

第4回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習と

練習方法の理解）

第5回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習と練習方法の理解）

第6回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習と練習方法の理解)

第7回 

技術の分析１　（個人のスポーツ技術分析とトレーニング

課題）

第8回 

技術の分析２　（対人関係のスポーツ技術分析とトレーニ

ング課題）

第9回 

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回 

教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回 

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回 

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・分析結果とプランの提案）

第13回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）

第14回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第15回 

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバスケットボールの技術的目標を設定しその目

標を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影

を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A7)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

12643

・バスケットボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バスケットボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

基本トレーニング１

ドリブルのタイプ、ゲーム形式

6

基本トレーニング２

ドリブルのタイプ、ゲーム形式

7

基本トレーニング３

シュートのタイプ、ゲーム形式

8

基本トレーニング４

シュートのタイプ、ゲーム形式

9

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

10

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

11

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

12

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

13

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

14

大会１

リーグ戦

15

大会２

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習Ｉ」（バスケットボール）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ

技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実

践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A8)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

12800

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。本クラスでは、バスケットボールを教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ技能の習得方法、

スポーツ技術の分析方法を理解します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス　授業のねらいや進め方

評価方法・レポート

２

導入

グループ編成

3－4

個人技能の習得

パス・シューティング（ランニング・ジャンピング）

5－6

組織プレー①（アウトナンバー）

速攻のポイント（2対1）

7－8

組織プレー②（アウトナンバー）

速攻のポイント（3対2）

9－10

組織プレー③

ボールのもらい方、マークマン、スクリーン

11－14

ゲーム

フォーメーション

15

まとめ

レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 
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【教材種目】柔道・護身術

　スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な身体やスポーツ技術に関する幅広い知識と分析能力を身

につける。本授業では、柔道、護身術の技能に習熟するだけではなく,技の攻撃と防禦を通して心身の力を も有効に活用する方法を学ぶ。特

に対人的競技としての特性上、礼儀作法を遵守し、安全に配慮出来る態度と能力を養う。

　特に無し

　特に無し

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A9)

担当者名 /  Instructor 平野 嘉彦

12799

　スポーツの科学的な知識・視点を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。具体的には、柔道の基本動作、対人的技

能、応用技能へと技術段階を踏まえ、投技、固技の攻撃・防禦の実践と安全に対する態度や能力の向上を目指す。また講道館護身術の理解と

実践により、不測の事態への対策や対応の仕方を学ぶ。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

　ガイダンス

　授業のねらいや進め方

２

　柔道の歴史と礼法について

　基本動作（姿勢、受身、身体の移動の仕方、間合い、

崩し・作り・掛け）

３

　基本動作と安全（受身、組み方、体捌き）

　倒れ方による受身の仕方、姿勢と倒れる方向の安全

学習

４

　基本動作、対人的技能

　固技の理解と実践（抑え技）その１

５

　基本動作、対人的技能

　固技の理解と実践（絞技）その２

６

　基本動作、対人的技能

　固技の理解と実践（関節技）その３

７

　基本動作、対人的技能

　投技の理解と実践（手技）その１

８

　基本動作、対人的技能

　投技の理解と実践（腰技）その２

９

　基本動作、対人的技能

　投技の理解と実践（足技）その３

１０

　応用技能の修得、講道館護身術の理解

　技の攻撃・防禦、審判法の修得、護身術の実践　その

１

１１

　応用技能の修得、講道館護身術の理解

　技の攻撃・防禦、審判法の修得、護身術の実践　その

２

１２

　応用技能の修得、講道館護身術の理解

　技の攻撃・防禦、審判法の修得、護身術の実践　その

３

１３

　応用技能の修得、試合の管理能力（審判法）、護身術

の理解

　試合形式による技の攻撃・防禦の実践、護身術の実

践　その４

１４

　応用技能の修得、試合の管理能力（審判法）、護身術

の理解

　試合形式による技の攻撃・防禦の実践、護身術の実

践　その５

１５

　総括（基本動作、対人的技能、応用技能、審判法、護身

術）

　まとめ（講道館護身術の演武を行う。）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・授業への参加度と授業態度　７０％

・技能の習熟度　２０％

100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

　技能優秀者は、書類推薦による日本伝講道館柔道の昇段も可能です。

　但し、条件がありますので、詳細は担当者に相談して下さい。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

・レポート　１０％

＊但し、原則として出席回数が２/３未満の者は評価　　しない。

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】サッカー

「スポーツ方法実習Ｉ」（サッカー）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集

団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そ

のものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(B) (B1)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

10145

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。本クラスでは、サッカーを教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ

技術の分析方法を理解する。男女共学で行うため体力的ハンディのある女子学生には,特別ルールを設けクラス内で活発に話し合いコミュニ

ケーション能力を養う。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回  

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回  

サッカーの概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回  

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習・ 女

子学生には特別ルールを設ける）

第4回  

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習）

第5回  

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習）

第6回  

基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習）

第7回  

技術の分析１　（個人のスポーツ技術分析）

第8回  

技術の分析２　（対人関係のスポーツ技術分析）

第9回  

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回  

教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回  

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回  

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・分析結果の評価とプランの提案）

第13回  

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）

第14回  

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）

第15回  

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。 

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】サッカー

「スポーツ方法実習I」（サッカー）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるために必

要な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実

践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめざ

す。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(B) (B2)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

10303

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、サッカーを教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きながら、

スポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解すること,男女共学で行うため体力的ハンディのある女子学

生には、特別ルールを設けクラス内で活発に話し合いコミュニケーション能力を養う。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回 

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回 

サッカーの概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回 

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習・女

子学生には特別ルールを設ける）

第4回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習と

練習方法の理解）

第5回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習と練習方法の理解）

第6回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習と練習方法の理解)

第7回 

技術の分析１　（個人のスポーツ技術分析とトレーニング

課題）

第8回 

技術の分析２　（対人関係のスポーツ技術分析とトレーニ

ング課題）

第9回 

教材種目によるスポーツ技術の分析1　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回 

教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回 

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム/パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回 

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム/パ

フォーマンス分析・分析結果とプランの提案）

第13回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第14回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）

第15回 

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】バレーボール

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバレーボールの技術的目標を設定しその目標

を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を

行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(B) (B3)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

11645

・バレーボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バレーボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム形式

スパイク、ゲーム形式

6

基本トレーニング２

アンダーハンドパス、ゲーム形式

7

基本トレーニング３

オーバーハンドパス、ゲーム形式

8

基本トレーニング４

サーブ、ゲーム形式

9

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

10

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

11

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

12

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

13

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

14

大会１

リーグ戦

15

大会２

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】バレーボール

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバレーボールの技術的目標を設定しその目標

を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を

行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競

技レベルによって内容の変更を行うこともある。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(B) (B4)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

12801

・バレーボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バレーボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

基本トレーニング１

スパイク、ゲーム形式

6

基本トレーニング２

アンダーハンドパス、ゲーム形式

7

基本トレーニング３

オーバーハンドパス、ゲーム形式

8

基本トレーニング４

サーブ、ゲーム形式

9

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

10

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

11

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

12

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

13

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

14

大会１

リーグ戦

15

大会２

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】バレーボール

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバレーボールの技術的目標を設定しその目標

を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を

行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(B) (B5)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

12929

・バレーボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バレーボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

基本トレーニング１

スパイク、ゲーム形式

6

基本トレーニング２

アンダーハンドパス、ゲーム形式

7

基本トレーニング３

オーバーハンドパス、ゲーム形式

8

基本トレーニング４

サーブ、ゲーム形式

9

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

10

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

11

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

12

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

13

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

14

大会１

リーグ戦

15

大会２

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりが卓球の技術的目標を設定しその目標を達成す

るための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(C) (C1)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

10151

・卓球の技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。

また受講生の競技レベルによって内容の変更を行うこともある。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

卓球について

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

ドライブトレーニング１

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

5

ドライブトレーニング２

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

6

カットトレーニング１

7

カットトレーニング２

8

サーブ

9

レシーブ１

ツッツキ、ストップ、フリック

10

レシーブ２

ツッツキ、ストップ、フリック

11

大会１

シングルス

12

大会２

シングルス

13

大会３

シングルス

14

大会４

シングルス

15

大会５

シングルス

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりが卓球の技術的目標を設定しその目標を達成す

るための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(C) (C2)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

10307

・卓球の技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。

また受講生の競技レベルによって内容の変更を行うこともある。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

卓球について

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

ドライブトレーニング１

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

5

ドライブトレーニング２

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

6

カットトレーニング１

7

カットトレーニング２

8

サーブ

9

レシーブ１

ツッツキ、ストップ、フリック

10

レシーブ２

ツッツキ、ストップ、フリック

11

大会１

シングルス

12

大会２

シングルス

13

大会３

シングルス

14

大会４

シングルス

15

大会５

シングルス

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】ダンス

「スポーツ方法実習Ｉ」では、スポーツを教養とコミュニケーション文化の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やス

ポーツ技術・集団コミュニケーションに関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

成果だけでなく、授業への取り組み、その過程の姿勢と課題に対する掘り下げを重視します。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(C) (C3)

担当者名 /  Instructor 砂連尾 理

10881

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅰ」は、具体的な運動を教材として取りあげながら、個人技能だけに偏らず、グループワークに学習の重点を

置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第一回

ガイダンス　授業のねらいや進め方。

第二回

基本的な身体技能の構造の理解と実習１

様々な歩く、走るからの考察。

第三回

基本的な身体技能の構造の理解と実習２

呼吸法、様々なコンタクト。

第四回

基本的な身体技能の構造の理解と実習３

脱力。真似る動きからの考察。

第五回

教材種目によるスポーツ技術の分析１

鉛筆、ティッシュ等を使って動く。

第六回

教材種目によるスポーツ技術の分析２

マットを使って身体を感じる。

第七回

教材種目によるスポーツ技術の分析３

楽器を使い、音と動きの考察。

第八回

中間振り返り。いままでのディスカッション。

第九回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営１

伝達ゲームを動きにする。

第十回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営２

絵を使って動きを作る。

第十一回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営３

自己紹介を動きにしていく。

第十二回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営４

映像を使い、動きを分析する。

第十三回

クリエーション１　対話から動きを発見、発展させていく。

グループムーブメント

第十四回

クリエーション２　自己と向き合い、動いてみる。

ソロムーブメント

第十五回

まとめの振り返り。レポート作成。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。 

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】エクササイズ

｢スポーツ方法実習Ⅰ」（エクササイズ）では、人として生きていく健康問題を、スポーツを実施、実践することにより体得する。

さらに各人の健康管理を考え、実践過程をを重視し、授業を展開する。

　特になし。

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。 

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(C) (C4)

担当者名 /  Instructor 長谷川 豪志

10880

　各人がこの授業の到達目標を設定する。そして毎回の授業の 初に授業の進行計画を記入、その計画に基づき授業を進行させる。そして終

了時に計画通りに実施できたか等を振り返る。そして全体として、各人の健康管理、生活習慣として能力を養成する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にとも

なう授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

ガイダンス：登録者の確認、授業の狙いや進め方等。

２

授業で使用する資料等の配布、また必要資料に記入等、

またトレーニングルームの機器等について使用説明や使

用等に際しての注意事項等。

３－１３

各人のこの授業の到達目標に向かって、トレーニング

ルームの機器を用いて、授業に取り組む。そして終了時

には有意義で効果があるように実施していく。

１４

２－１３回の授業の実施内容を確認、修正しながら、１４

回の授業を実施していく。

１５

まとめ授業。各人の成果をレポートにまとめていく。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 
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【教材種目】卓球

本講座では卓球を指導する。卓球のルール、シェイクハンド、ペンホルダーの違い、サーブ、レシーブ等の基本技術を学びシングルスおよびダブ

ルスのゲームを楽しむ。さらに、カット、ドライブ等の応用技能も習得しゲームにおける戦術を工夫する。そして、より楽しい卓球が展開できる能

力を身に付ける。

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(C) (C5)

担当者名 /  Instructor 金 尚憲

12061

卓球の実践を通してスポーツの持つ魅力や意義を理解する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

ガイダンス

授業のねらいや進め方

２

卓球の基本的動きの説明

ルール、ペンホルダー、シェイクハンド等

３

個人トレーニング

ペンホルダー、シェイクハンド等

４

ドライブトレーニング１

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

５

ドライブトレーニング２

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

６

カットトレーニング１

カット

７

カットトレーニング２

カット

８

サーブトレーニング　

サーブ

９

レシーブ１

ツッツキ、ストップ、フリック

１０

レシーブ２

ツッツキ、ストップ、フリック

１１

試合1

シングルス

１２

試合2

シングルス

１３

試合3

ダブルス

１４

試合4

シングルス・ダブルス

１５

試合5

シングルス・ダブルス

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席率50％、授業の参加姿勢30％、技能等の向上度20％

ただし出席回数が2/3未満の者は評価の対象としない。

100 ％
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授業中必要に応じて紹介する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。 

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習Ｉ」（卓球）では、教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関する幅

広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを学び

の対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(C) (C6)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

12355

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。本クラスでは、卓球を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ技

術の分析方法を理解します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

教場の使用上の注意

受講上の諸注意用器具の使用方法及び評価方法

2

グループ編成

経験者を中心に、６グループ編成

－学習活動方法を指示

3

個人技能の習得①

ラケットの種類・グリップ

フォア・ストローク

4

個人技能の習得②

ドライブ系（Ｆ／Ｂ）

5

個人技能の習得③

下回転系（Ｆ／Ｂ）

6

個人技能の習得④

回転の種類に対する対処法

7

ゲーム①（シングルス戦）

ルールの理解

8

ゲーム②（シングルス戦）

サービスの種類とポイント

9

ゲーム③（シングルス戦）

ミスの分析❶

10

ゲーム④（シングルス戦）

ミスの分析❷

11

ゲーム⑤（シングルス戦）

スタンス（位置取り）

12

ゲーム⑥（シングルス戦）

戦術と展開

13

ダブルスのゲーム

ルールの理解

14

ゲーム（ダブルス戦）

フォーメーション

15

まとめ

課題レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習Ｉ」（卓球）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団

に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程その

ものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(C) (C7)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

12930

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。本クラスでは、卓球を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ技

術の分析方法を理解します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

ガイダンス  

教場の使用上の注意

受講上の諸注意用器具の使用方法及び評価方法

2

グループ編成

経験者を中心に、６グループ編成

－学習活動方法を指示

3

個人技能の習得①

ラケットの種類・グリップ

フォア・ストローク

4

個人技能の習得②

ドライブ系（Ｆ／Ｂ）

5

個人技能の習得③

下回転系（Ｆ／Ｂ）

6

個人技能の習得④

回転の種類に対する対処法

7

ゲーム①（シングルス戦）

ルールの理解

8

ゲーム②（シングルス戦）

サービスの種類とポイント

9

ゲーム③（シングルス戦）

ミスの分析❶

10

ゲーム④（シングルス戦）

ミスの分析❷

11

ゲーム⑤（シングルス戦）

スタンス（位置取り）

12

ゲーム⑥（シングルス戦）

戦術と展開

13

ダブルスのゲーム

ルールの理解

14

ゲーム（ダブルス戦）

フォーメーション

15

まとめ

課題レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバドミントンの技術的目標を設定しその目標を

達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を行

う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(D) (D1)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

10019

・バドミントンの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バドミントンについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

基本トレーニング１

オーバーヘッドストローク

5

基本トレーニング２

アンダーハンドストローク

6

基本トレーニング３

プッシュ、ドライブ

7

基本トレーニング４

スマッシュレシーブ

8

基本トレーニング５

サーブ

9

大会１

シングルス

10

大会２

シングルス

11

大会３

シングルス

12

ダブルストレーニング

ダブルス戦術

13

大会４

ダブルス

14

大会５

ダブルス

15

大会６

ダブルス

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

また受講生の競技レベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ｉ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

特になし

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(D) (D2)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10146

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅰ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ

技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

プッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）シングルス

の試合体験

分析ノート

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　シングルスの試合体験

分析ノート

第7週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ダブルスのルールと試合

分析ノート

第8週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方　ダブルス試合体験

分析ノート

第9週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップネット（片方のみ）ダブルス試合体験　　　水鳥

シャトル

分析ノート

第10週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習　ショー

トサービスとレシーブ

ドロップネット（片方のみ）ダブルス試合体験　水鳥シャト

ル

分析ノート
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作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

総合復習　グループ学習（8）

ドロップネット（両サイド）ダブルス試合体験　水鳥シャトル

分析ノート

第12週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第13週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第14週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦④

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】障害者スポーツ

　「スポーツ方法実習Ｉ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。特に、「障害者スポーツ」を教材とするこの授業は

複数の種目を実践し、障害者の生活のあり方も含めて考える。

特になし。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(D) (D3)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

10147

　スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養

うことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅰ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポー

ツ技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解する。その中で、特に「障害者スポーツ」は障害の部位や程度も踏まえたルール、技術、実

践の理解と習得に力点を置く。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス　授業のねらいや進め方

「障害者スポーツ」とは何か

2

教材種目１

車椅子の構造と操作，車椅子スポーツのゲーム

3

教材種目２

車椅子バスケットボールの技術，練習方法

4

教材種目２

車椅子バスケットボールの戦術

5

教材種目２

車椅子バスケットボールのゲーム

6

教材種目３

卓球バレー，重度の障害とレクリエーション

7

教材種目４

ブラインドの感覚，ゴールボールの技術と戦術

8

教材種目４

ゴールボールのゲームとその運営

9

教材種目５

レクリエーション，リハビリ，競技，シッティングバレー

ボール

10

教材種目５

シッティングバレーボールの技術と戦術

11

教材種目５

シッティングバレーボールのゲームとその運営

12

教材種目６

健常者と共有できるスポーツ，アーチェリー，立射

13

教材種目６

車椅子，アーチェリー

14

教材種目６

アーチェリー競技，座射

15

まとめ

障害者スポーツについての考えを発表・討論

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　授業への出席とそこでの取り組みを総合的に評価する。100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

日本障害者スポーツ協会　http://www.jsad.or.jp/

　この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にとも

なう授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ｉ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(D) (D4)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10302

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅰ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ

技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

  前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

プッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）シングルス

の試合体験  

分析ノート  

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　シングルスの試合体験

分析ノート  

第7週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ダブルスのルールと試合

分析ノート  

第8週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方　ダブルス試合体験

分析ノート  

第9週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップネット（片方のみ）ダブルス試合体験　　　水鳥

シャトル

分析ノート  

第10週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習　ショー

トサービスとレシーブ

ドロップネット（片方のみ）ダブルス試合体験　水鳥シャト

ル

分析ノート  
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作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

総合復習　グループ学習（8）

ドロップネット（両サイド）ダブルス試合体験　水鳥シャトル

分析ノート  

第12週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート  

第13週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート  

第14週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦④

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て  

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ｉ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(D) (D5)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10874

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅰ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ

技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

プッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）シングルス

の試合体験

分析ノート

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　シングルスの試合体験

分析ノート

第7週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ダブルスのルールと試合

分析ノート

第8週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方　ダブルス試合体験

分析ノート

第9週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップネット（片方のみ）ダブルス試合体験　　　水鳥

シャトル

分析ノート

第10週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習　ショー

トサービスとレシーブ

ドロップネット（片方のみ）ダブルス試合体験　水鳥シャト

ル

分析ノート
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作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

総合復習　グループ学習（8）

ドロップネット（両サイド）ダブルス試合体験　水鳥シャトル

分析ノート

第12週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第13週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第14週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦④

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ｉ」（バドミントン）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・

集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程

そのものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(D) (D6)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

11454

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。本クラスでは、バドミントンを教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ技能の習得方法、スポー

ツ技術の分析方法を理解します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス　授業のねらいや進め方

教場の使用上の注意

受講上の諸注意用器具の使用方法及び評価方法

2

グループ編成

経験者を中心に、６グループ編成

－学習活動方法を指示

3－5

個人技能の習得

グリップ、各種フライトの特性と実践

6－11

ゲーム①（シングルス）

ルールの理解、有効なサービス、位置取り他

12－14

ゲーム②（ダブルス）

ルールの理解、有効なサービス、位置取り他、

15

まとめ

課題レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 
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【教材種目】エアロビクス

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養とコミュニケーション文化の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やス

ポーツ技術・集団コミュニケーションに関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

成果だけでなく、授業への取り組み、その過程の姿勢と課題に対する掘り下げを重視します。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A1)

担当者名 /  Instructor 砂連尾 理

10777

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」は、具体的な運動を教材として取りあげながら、個人技能だけに偏らず、グループワークに学習の重点を

置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第一回

ガイダンス　授業のねらいや進め方。

第二回

基本的な身体技能の構造の理解と実習１

様々な歩く、走るからの考察。

第三回

基本的な身体技能の構造の理解と実習２

呼吸法、様々なコンタクト。

第四回

基本的な身体技能の構造の理解と実習３

脱力。真似る動きからの考察。

第五回

教材種目によるスポーツ技術の分析１

鉛筆、ティッシュ等を使って動く。

第六回

教材種目によるスポーツ技術の分析２

マットを使って身体を感じる。

第七回

教材種目によるスポーツ技術の分析３

楽器を使い、音と動きの考察。

第八回

中間振り返り。いままでのディスカッション。

第九回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営１

伝達ゲームを動きにする。

第十回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営２

絵を使って動きを作る。

第十一回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営３

自己紹介を動きにしていく。

第十二回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営４

映像を使い、動きを分析する。

第十三回

クリエーション１　対話から動きを発見、発展させていく。

グループムーブメント

第十四回

クリエーション２　自己と向き合い、動いてみる。

ソロムーブメント

第十五回

まとめの振り返り。レポート作成。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】エアロビクス

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養とコミュニケーション文化の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やス

ポーツ技術・集団コミュニケーションに関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

成果だけでなく、授業への取り組み、その過程の姿勢と課題に対する掘り下げを重視します。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A2)

担当者名 /  Instructor 砂連尾 理

10980

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」は、具体的な運動を教材として取りあげながら、個人技能だけに偏らず、グループワークに学習の重点を

置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第一回

ガイダンス　授業のねらいや進め方。

第二回

基本的な身体技能の構造の理解と実習１

様々な歩く、走るからの考察。

第三回

基本的な身体技能の構造の理解と実習２

呼吸法、様々なコンタクト。

第四回

基本的な身体技能の構造の理解と実習３

脱力。真似る動きからの考察。

第五回

教材種目によるスポーツ技術の分析１

鉛筆、ティッシュ等を使って動く。

第六回

教材種目によるスポーツ技術の分析２

マットを使って身体を感じる。

第七回

教材種目によるスポーツ技術の分析３

楽器を使い、音と動きの考察。

第八回

中間振り返り。いままでのディスカッション。

第九回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営１

伝達ゲームを動きにする。

第十回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営２

絵を使って動きを作る。

第十一回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営３

自己紹介を動きにしていく。

第十二回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営４

映像を使い、動きを分析する。

第十三回

クリエーション１　対話から動きを発見、発展させていく。

グループムーブメント

第十四回

クリエーション２　自己と向き合い、動いてみる。

ソロムーブメント

第十五回

まとめの振り返り。レポート作成。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバスケットボールの技術的目標を設定しその目

標を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影

を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A3)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

11381

・バスケットボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バスケットボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入　

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術3

チーム戦術の応用

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術3

チーム戦術の応用

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバスケットボールの技術的目標を設定しその目

標を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影

を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A4)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

11557

・バスケットボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バスケットボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式　

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入　

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術3

チーム戦術の応用

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術3

チーム戦術の応用

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバスケットボールの技術的目標を設定しその目

標を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影

を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A5)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

11767

・バスケットボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バスケットボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入　

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術3

チーム戦術の応用

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術3

チーム戦術の応用

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】ソフトボール

「スポーツ方法実習II」（ソフトボール）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるため

に必要な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめ

ざす。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A6)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

12271

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、ソフトボールを教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きなが

ら、スポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的とする。男女共学で行うため体力的ハン

ディのある女子学生には特別ルールを設け、クラス内で活発に話し合いコミュニケーション能力を養う。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回 

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回 

ソフトボールの概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回 

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習・女

子学生には特別ルールを設ける）

第4回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習と

練習方法の理解）

第5回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習と練習方法の理解）

第6回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習と練習方法の理解)

第7回 

技術の分析１　（個人のスポーツ技術分析とトレーニング

課題）

第8回 

技術の分析２　（対人関係のスポーツ技術分析とトレーニ

ング課題）

第9回 

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回 

 教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回 

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回 

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・分析結果とプランの提案）

第13回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）

第14回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第15回 

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】ソフトボール

「スポーツ方法実習II」（ソフトボール）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるため

に必要な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめ

ざす。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A7)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

12420

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、ソフトボールを教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きなが

ら、スポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解する.男女共学で行うため体力的ハンディのある女子学

生には、特別ルールを設けクラス内で活発に話し合いコミュニケーション能力を養うことを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回 

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回 

ソフトボールの概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回 

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習・女

子学生には特別ルールを設ける）

第4回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習と

練習方法の理解）

第5回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習と練習方法の理解）

第6回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習と練習方法の理解)

第7回 

技術の分析１　（個人のスポーツ技術分析とトレーニング

課題）

第8回 

技術の分析２　（対人関係のスポーツ技術分析とトレーニ

ング課題）

第9回 

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回 

教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回 

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回 

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・分析結果の評価とプランの提案）

第13回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第14回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）

第15回 

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】柔道・護身術

「スポーツ方法論」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象とし

て授業を展開します。柔道・護身術は、基本動作をはじめ、対人的技能、応用的技能の習熟を目指します。また対人的競技の特性上、相手を敬

う礼法を養うと共に安全に留意する態度と能力を養う。

　特に無し

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A8)

担当者名 /  Instructor 平野 嘉彦

12860

　スポーツの科学的な知識・視点を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開します。

柔道・護身術では、基本技術から応用技能へと学習段階を進め、互いに技の攻撃・防禦が出来る能力を養う。また相手との攻防を通して、心身

の力を も有効に活用することを学びとする。

さらには講道館護身術の形の理解と実践により、不測の事態への対応の仕方を体得する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

　ガイダンス　授業のねらいや進め方

　柔道の歴史、服装、履修上の注意事項等の説明

２

　礼法、基本動作の理解と実践

　立礼・座礼の仕方、基本動作（姿勢、受身、身体の移

動、組み方、体捌き）

３

　補強運動、基本動作の理解と実践

　基本動作の受身の修得に重点を置く。寝姿勢や立ち

姿勢の倒れ方、後方と側方への安全な

　受身の仕方を練習します。

４

　補強運動、基本動作の理解と実践（反復学習）、対人的

技能の理解と実践：固技　その１

　基本動作、対人的技能：固技（抑技ー袈裟固、横四方

固、上四方固）

５

　補強運動、基本動作の理解と実践（反復学習）、対人的

技能の理解と実践：固技　その２

　基本動作、対人的技能：固技（絞技ー裸絞、送襟絞、

片羽絞）、活法の説明

６

　補強運動、基本動作の理解と実践（反復練習）、対人的

技能の理解と実践：固技　その３

　基本動作、対人的技能：固技（関節技ー腕緘、腕挫十

字固、腕挫腕固、腕挫脇固）

７

　基本動作、対人的技能：投技の理解と実践　その１

　手技（浮落、体落、背負投、肩車、双手刈）現行の禁

止技についても説明。

８

　基本動作、対人的技能：投技の理解と実践　その２

　腰技（浮腰、大腰、釣込腰、払腰、移腰）

９

　基本動作、対人的技能：投技の理解と実践　その３

　足技（支釣込足、大内刈、小内刈、大外刈、送足払、

内股）

１０

　応用的技能の実践　講道館護身術の理解と実践　

　お互いに技の攻撃・防禦を行う。但し、経験不足者

は、分習法により技の攻防を実践する。

　また護身術の形を学び、相手の攻撃に対する対応の

仕方を体得する。その１

１１

　応用的技能の実践、講道館護身術の理解と実践　

　技の攻撃・防禦。護身術の体得　その２

１２

　応用的技能の向上、講道館護身術の理解と実践　

　技の攻防を通して、相手の技に反応しながら自分の技

を掛ける技術の修得。

　護身術の体得　その３

１３

　応用的技能の向上、試合練習、講道館護身術の理解と

実践

　互いに技の攻防を展開できる能力を養う。護身術の体

得　その４

１４

　応用技能の向上、試合練習、講道館護身術の理解と実

践

　互いに技の攻防を展開できる能力を養う。護身術の演

武を行い。互いに学習成果を発表する。

１５

　総括（基本動作の体得に基づいた、応用技能の実践）

　まとめ（試合と護身術の演武祭）
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

　技能優秀者は、書類推薦による日本伝講道館柔道の昇段も可能です。

　但し、申請条件がありますので、詳細については担当者に相談して下さい。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・授業への参加度と授業態度　70％

・技能の習熟度　20％

・レポート　10％

＊但し、原則として出席回数が２/３未満の者は評価

　　しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習II」（バスケットボール）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高める

ために必要な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応

した実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うこと

をめざす。 

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A9)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

12861

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、バスケットボールを教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置き

ながら、スポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

グループ編成

経験者中心に4グループ

3－4

個人技能の習得

パス・シューティング（ランニング・ジャンピング）

5－6

組織プレー①（アウトナンバー）

速攻のポイント（2対1、3対2）

7

組織プレー③

ボールのもらい方、マークマン、スクリーン

8－14

ゲーム

フォーメーション

15

まとめ

課題レポートの提出

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 
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【教材種目】サッカー

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがサッカーの技術的目標を設定しその目標を達成

するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(B) (B1)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

10229

・サッカーの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自分の運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス　

授業のねらいや進め方

2

サッカーについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術３

チーム戦術の応用

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】サッカー

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがサッカーの技術的目標を設定しその目標を達成

するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(B) (B2)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

10397

・サッカーの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自分の運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス　

授業のねらいや進め方

2

サッカーについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術３

チーム戦術の応用

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】バレーボール

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバレーボールの技術的目標を設定しその目標

を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を

行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(B) (B3)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

12728

・バレーボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自分の運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バレーボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】バレーボール

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバレーボールの技術的目標を設定しその目標

を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を

行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(B) (B4)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

12862

・バレーボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自分の運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バレーボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】バレーボール

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバレーボールの技術的目標を設定しその目標

を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を

行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(B) (B5)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

13063

・バレーボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自分の運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バレーボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習II」（卓球）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるために必要

な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、

実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめざす。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(C) (C1)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

10234

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、卓球を教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きながら、ス

ポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回  

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回  

卓球の概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回  

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習）

第4回  

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習と

練習方法の理解）

第5回  

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習と練習方法の理解）

第6回  

基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習と練習方法の理解)

第7回  

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（個人のスポー

ツ技術分析とトレーニング課題）

第8回  

教材種目によるスポーツ技術の分析２　（対人関係のス

ポーツ技術分析とトレーニング課題）

第9回  

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回  

 教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回  

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回  

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・分析結果とプランの提案）

第13回  

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）

第14回  

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）



2012 年度シラバス立命館大学

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第15回  

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習II」（卓球）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるために必要

な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、

実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめざす。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(C) (C2)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

10405

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、卓球を教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きながら、ス

ポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回

卓球の概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習）

第4回

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習と

練習方法の理解）

第5回

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習と練習方法の理解）

第6回

基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習と練習方法の理解)

第7回

技術の分析１　（個人のスポーツ技術分析とトレーニング

課題）

第8回

技術の分析２　（対人関係のスポーツ技術分析とトレーニ

ング課題）

第9回

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回

教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・分析結果とプランの提案）

第13回

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）

第14回

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）



2012 年度シラバス立命館大学

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第15回

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

 【教材種目】エクササイズ

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体の機能と構造の変化をもたら

すための理論を学習し、実行できることを目的とし、生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では実践を通して

学習を行うために受講生それぞれが目標を設定しトレーニングを行ってもらう。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(C) (C3)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

10989

・身体の機能、構造的変化のメカニズムを理解する

・目的に合わせて必要なトレーニング計画を作成できる

週一回のトレーニングでは効果は当然少ないため、トレーニング計画は授業時間がトレーニングの一部となる組み方をする。また受講生の競技

レベルによって内容の変更を行うこともある。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

トレーニングルームの利用方法について

3

目標の設定とトレーニング計画の作成

現状の評価、計画表

4

トレーニングの原理と実践１

漸進性、過負荷、特異性

5

トレーニングの原理と実践２

漸進性、過負荷、特異性

6

基本トレーニング１

有酸素トレーニング

7

基本トレーニング２

マシーントレーニング

8

基本トレーニング３

ダンベルトレーニング

9

基本トレーニング４

バーベルトレーニング

10

応用トレーニング１

有酸素トレーニング

11

応用トレーニング２

マシーントレーニング

12

応用トレーニング３

ダンベルトレーニング

13

応用トレーニング４

バーベルトレーニング

14

応用トレーニング５

プライオメトリックトレーニング

15

トレーニングの総括

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

必要に応じてその都度プリント等を配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】ダンス

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養とコミュニケーション文化の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やス

ポーツ技術・集団コミュニケーションに関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

成果だけでなく、授業への取り組み、その過程の姿勢と課題に対する掘り下げを重視します。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(C) (C4)

担当者名 /  Instructor 砂連尾 理

11128

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」は、具体的な運動を教材として取りあげながら、個人技能だけに偏らず、グループワークに学習の重点を

置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第一回

ガイダンス　授業のねらいや進め方。

第二回

基本的な身体技能の構造の理解と実習１

様々な歩く、走るからの考察。

第三回

基本的な身体技能の構造の理解と実習２

呼吸法、様々なコンタクト。

第四回

基本的な身体技能の構造の理解と実習３

脱力。真似る動きからの考察。

第五回

教材種目によるスポーツ技術の分析１

鉛筆、ティッシュ等を使って動く。

第六回

教材種目によるスポーツ技術の分析２

マットを使って身体を感じる。

第七回

教材種目によるスポーツ技術の分析３

楽器を使い、音と動きの考察。

第八回

中間振り返り。いままでのディスカッション。

第九回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営１

伝達ゲームを動きにする。

第十回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営２

絵を使って動きを作る。

第十一回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営３

自己紹介を動きにしていく。

第十二回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営４

映像を使い、動きを分析する。

第十三回

クリエーション１　対話から動きを発見、発展させていく。

グループムーブメント

第十四回

クリエーション２　自己と向き合い、動いてみる。

ソロムーブメント

第十五回

まとめの振り返り。レポート作成。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習II」（卓球）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるために必要

な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、

実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめざす。 

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(C) (C5)

担当者名 /  Instructor 金 尚憲

12128

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、卓球を教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きながら、ス

ポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回  

ガイダンス　

授業のねらいや進め方

第2回  

卓球の基本的動きの説明

ルール、ペンホルダー、シェイクハンド等

第3回  

 個人トレーニング

ペンホルダー、シェイクハンド等

第4回  

 ドライブトレーニング１

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

第5回  

ドライブトレーニング２

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

第6回  

カットトレーニング１

カット

第7回  

カットトレーニング２

カット

第8回  

サーブトレーニング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サーブ

第9回  

レシーブ１　

ツッツキ、ストップ、フリック

第10回  

レシーブ２

ツッツキ、ストップ、フリック

第11回  

試合1

シングルス

第12回  

試合2

シングルス

第13回  

試合3

シングルス・ダブルス

第14回  

試合4

シングルス・ダブルス

第15回  

試合5

シングルス・ダブルス

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 レポート（１回）30％、出席率及び授業姿勢70％

ただし、出席回数が2/3未満の者は評価の対象としない。

100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習II」（卓球）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるために必要

な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、

実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめざす。 

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(C) (C6)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

12419

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、卓球を教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きながら、ス

ポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス  

授業のねらいや進め方

用器具の使用方法

2-4

導入

グループ編成、ゲームやプレイ、身体運動などの成り立

ち、及び技術要素について把握する

5-7

ゲーム（シングルス）

ゲーム解析の視点、方法を学ぶ

8-14

ゲーム（ダブルス）

ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法について学

ぶ

15

まとめ

課題レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習II」（卓球）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるために必要

な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、

実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめざす。 

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(C) (C7)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

13065

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、卓球を教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きながら、ス

ポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス  授業のねらいや進め方

用器具の使用方法

2-4

導入

グループ編成、ゲームやプレイ、身体運動などの成り立

ち、及び技術要素について把握する

5-7

ゲーム（シングルス）

ゲーム解析の視点、方法を学ぶ

8-14

ゲーム（ダブルス）

ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法について学

ぶ

15

まとめ

課題レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(D) (D1)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10230

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ

技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）ダブルス

のルールと試合体験

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方

分析ノート

第7週

総合復習　ドロップネット（片サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　　水鳥シャトル

分析ノート

第8週

総合復習　ドロップネット（両サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　水鳥シャトル

分析ノート

第9週

シングルス総当たり戦①

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第10週

シングルス総当たり戦②

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート
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作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

シングルス総当たり戦③

グループに分け各グループ内での試合　　　　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第12週

シングルス総当たり戦④

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　ダブルス

パートナー決定　水鳥シャトル

分析ノート

第13週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第14週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(D) (D2)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10399

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ

技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）ダブルス

のルールと試合体験

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方

分析ノート

第7週

総合復習　ドロップネット（片サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　　水鳥シャトル

分析ノート

第8週

総合復習　ドロップネット（両サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　水鳥シャトル

分析ノート

第9週

シングルス総当たり戦①

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第10週

シングルス総当たり戦②

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート
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作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

シングルス総当たり戦③

グループに分け各グループ内での試合　　　　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第12週

シングルス総当たり戦④

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　ダブルス

パートナー決定　水鳥シャトル

分析ノート

第13週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シ

分析ノート

第14週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】障害者スポーツ

　「スポーツ方法実習II」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるために必要な身

体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習

を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめざす。特

に、「障害者スポーツ」を教材とするこの授業は複数の種目を実践し、障害者の生活および集団的実践のあり方も含めて考える。

特になし。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(D) (D3)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

10396

　スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎

的な能力を養うことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」では、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセス

を学ぶことに重点を置きながら、スポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的とする。特に

「障害者スポーツ」は障害がある身体の部位や程度も踏まえたトレーニング，ルール、技術、実践の理解と習得に力点を置くと同時にその集団や

組織のあり方についても考えていく。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス　授業のねらいや進め方

「障害者スポーツ」と健常者，社会

2

教材種目１

健常者と共有できるスポーツ，アーチェリー，立射

3

教材種目１

車椅子，アーチェリー

4

教材種目１

アーチェリー競技，座射

5

教材種目２

レクリエーション，リハビリ，競技，シッティングバレー

ボール

6

教材種目２

シッティングバレーボールの技術と戦術

7

教材種目２

シッティングバレーボールのゲームとその運営

8

教材種目３

卓球バレー，重度の障害とレクリエーション

9

教材種目４

ブラインドの感覚，ゴールボールの技術と戦術

10

教材種目４

ゴールボールのゲームとその運営

11

教材種目６

車椅子の構造と操作，車椅子スポーツのゲーム

12

教材種目６

車椅子バスケットボールの技術，練習方法

13

教材種目６

車椅子バスケットボールの戦術

14

教材種目６

車椅子バスケットボールのゲーム

15

まとめ

障害者スポーツについての考えを発表・討論

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　授業への出席とそこでの取り組みを総合的に評価する。100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

日本障害者スポーツ協会　http://www.jsad.or.jp/

  この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にとも

なう授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

 【教材種目】バドミントン

スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(D) (D4)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10778

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ

技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）ダブルス

のルールと試合体験

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方

分析ノート

第7週

総合復習　ドロップネット（片サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　　水鳥シャトル

分析ノート

第8週

総合復習　ドロップネット（両サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　水鳥シャトル

分析ノート

第9週

シングルス総当たり戦①

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第10週

シングルス総当たり戦②

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート
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作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

シングルス総当たり戦③

グループに分け各グループ内での試合　　　　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第12週

シングルス総当たり戦④

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　ダブルス

パートナー決定　水鳥シャトル

分析ノート

第13週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第14週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(D) (D5)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10984

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ

技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）ダブルス

のルールと試合体験

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方

分析ノート

第7週

総合復習　ドロップネット（片サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　　水鳥シャトル

分析ノート

第8週

総合復習　ドロップネット（両サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　水鳥シャトル

分析ノート

第9週

シングルス総当たり戦①

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第10週

シングルス総当たり戦②

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート
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作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

シングルス総当たり戦③

グループに分け各グループ内での試合　　　　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第12週

シングルス総当たり戦④

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　ダブルス

パートナー決定　水鳥シャトル

分析ノート

第13週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第14週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学



2012 年度シラバス立命館大学

 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバドミントンの技術的目標を設定しその目標を

達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。「スポーツ方法実習Ⅱ」はダブルスを中心に行う。また運動特性を理解

するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(D) (D6)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

11129

・バドミントンの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バドミントンについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

基本トレーニング１

オーバーヘッドストローク

5

基本トレーニング２

アンダーハンドストローク

6

基本トレーニング３

プッシュ、ドライブ

7

基本トレーニング４

スマッシュレシーブ

8

基本トレーニング５

サーブ

9

ダブルストレーニング

ダブルス戦術

10

大会１

ダブルス

11

大会２

ダブルス

12

大会３

ダブルス

13

大会４

ダブルス

14

大会５

ダブルス

15

大会６

ダブルス

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

また受講生の競技レベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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英語圏で、高等教育機関への留学、語学留学、調査を希望する学生に、そこでの生活・学習・研究に必要な基礎知識と実践的な英語運用能力

を修得させることを目的とします。海外留学・海外調査を希望・計画する学部学生が、現地で円滑な学習･研究を行うために必要とされる、英語圏

の大学・大学生活に関する総合的な知識を修得してもらいます。留学先での、社会研究やクラスでの学習課題を明晰かつ論理的な英語で表現

し、伝えることができる実践的な英語能力の育成をはかります。

なし

学会やセミナーでの報告を想定したoral presentationなどの課題を含む日常的なクラスにおけるパフォーマンスを総合的に評価します。

開講時に指示します。

必要に応じて指示します。

各自の研究計画、留学目標に沿ったリサーチや課題作成

奨学金に関して：http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships.html

単位数 /  Credit 2

ヴィジョン形成特殊講義（海外留学英語演習） (PA) § 特殊講義（海外留学英語演習） (PA)

担当者名 /  Instructor 池上 久美子

12598

英語圏での生活・文化や高等教育機関に関する総合的な知識を修得し、英語圏で通用する自己表現力を身につけてもらうことを目標とします。

さらに、社会研究の課題を明晰かつ論理的な英語で表現できる研究のための実践的な英語能力の育成をはかります。

受講者数に制限があるため、事前登録科目となります。前期セメスターにPAとPBクラスを、後期セメスターにPCとPDクラスを開講します。研究入

門フォーラムの海外プロジェクトや、UBC、DUDP、交換留学、その他の留学に出発予定の学生、上述した各種留学プログラムへの応募や、その

他の海外調査・留学を希望し、出願を予定している学生を対象とします。受講者の計画や能力に応じた教科内容にしますが、できるだけ具体的

な計画･展望を持って受講してください。

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

コース予定と概要の説明

さまざまな留学のスタイル（学内、学外）についての概

略、受講者の留学希望調査

2 - 4

英語圏の高等教育機関での学習･研究

海外の大学制度・教育・研究・クラスルーム、生活・文化

の違い、目標の明確化、自分にふさわしい留学、留学

手続き

5 - 8

留学先への出願, 留学準備

Proposal/statement/recommendation: 研究計画書と出

願エッセイ（志望書）の書き方、奨学金の出願方法、推

薦状等の準備の仕方など

9 - 11

留学先での学習･研究準備

Study/research design and methods, 

Interview/questionnaire design and writing:学習・社会研

究の技法

12 - 14

学習・研究成果をまとめる技法

Research and Presentation: 効果的なプレゼンテーショ

ンの仕方

15

総括ワークショップ

Oral presentation, 留学にむけて

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 クラスにおけるパフォーマンス(到達度評価)100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other



2012 年度シラバス立命館大学

PA/PB/PC/PDクラスの重複履修はできません。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

拡張項目 

その他 / Others



2012 年度シラバス立命館大学

英語圏で、高等教育機関への留学、語学留学、調査を希望する学生に、そこでの生活・学習・研究に必要な基礎知識と実践的な英語運用能力

を修得させることを目的とします。海外留学・海外調査を希望・計画する学部学生が、現地で円滑な学習･研究を行うために必要とされる、英語圏

の大学・大学生活に関する総合的な知識を修得してもらいます。留学先での、社会研究やクラスでの学習課題を明晰かつ論理的な英語で表現

し、伝えることができる実践的な英語能力の育成をはかります。

なし

学会やセミナーでの報告を想定したoral presentationなどの課題を含む日常的なクラスにおけるパフォーマンスを総合的に評価します。

開講時に指示します。

必要に応じて指示します。

各自の研究計画、留学目標に沿ったリサーチや課題作成

奨学金に関して：http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships.html

単位数 /  Credit 2

ヴィジョン形成特殊講義（海外留学英語演習） (PB) § 特殊講義（海外留学英語演習） (PB)

担当者名 /  Instructor 木村 一紀

12599

英語圏での生活・文化や高等教育機関に関する総合的な知識を修得し、英語圏で通用する自己表現力を身につけてもらうことを目標とします。

さらに、社会研究の課題を明晰かつ論理的な英語で表現できる研究のための実践的な英語能力の育成をはかります。

受講者数に制限があるため、事前登録科目となります。前期セメスターにPAとPBクラスを、後期セメスターにPCとPDクラスを開講します。研究入

門フォーラムの海外プロジェクトや、UBC、DUDP、交換留学、その他の留学に出発予定の学生、上述した各種留学プログラムへの応募や、その

他の海外調査・留学を希望し、出願を予定している学生を対象とします。受講者の計画や能力に応じた教科内容にしますが、できるだけ具体的

な計画･展望を持って受講してください。

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

コース予定と概要の説明

さまざまな留学のスタイル（学内、学外）についての概

略、受講者の留学希望調査

2 - 4

英語圏の高等教育機関での学習･研究

海外の大学制度・教育・研究・クラスルーム、生活・文化

の違い、目標の明確化、自分にふさわしい留学、留学

手続き

5 - 8

留学先への出願, 留学準備

Proposal/statement/recommendation: 研究計画書と出

願エッセイ（志望書）の書き方、奨学金の出願方法、推

薦状等の準備の仕方など

9 - 11

留学先での学習･研究準備

Study/research design and methods, 

Interview/questionnaire design and writing:学習・社会研

究の技法

12 - 14

学習・研究成果をまとめる技法

Research and Presentation: 効果的なプレゼンテーショ

ンの仕方

15

総括ワークショップ

Oral presentation, 留学にむけて

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 クラスにおけるパフォーマンス(到達度評価)100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other



2012 年度シラバス立命館大学

PA/PB/PC/PDクラスの重複履修はできません。

 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

拡張項目 

その他 / Others



2012 年度シラバス立命館大学

英語圏で、高等教育機関への留学、語学留学、調査を希望する学生に、そこでの生活・学習・研究に必要な基礎知識と実践的な英語運用能力

を修得させることを目的とします。海外留学・海外調査を希望・計画する学部学生が、現地で円滑な学習･研究を行うために必要とされる、英語圏

の大学・大学生活に関する総合的な知識を修得してもらいます。留学先での、社会研究やクラスでの学習課題を明晰かつ論理的な英語で表現

し、伝えることができる実践的な英語能力の育成をはかります。

なし

学会やセミナーでの報告を想定したoral presentationなどの課題を含む日常的なクラスにおけるパフォーマンスを総合的に評価します。

開講時に指示します。

必要に応じて指示します。

各自の研究計画、留学目標に沿ったリサーチや課題作成

奨学金に関して：http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships.html

単位数 /  Credit 2

ヴィジョン形成特殊講義（海外留学英語演習） (PC) § 特殊講義（海外留学英語演習） (PC)

担当者名 /  Instructor 西垣 佐理

12621

英語圏での生活・文化や高等教育機関に関する総合的な知識を修得し、英語圏で通用する自己表現力を身につけてもらうことを目標とします。

さらに、社会研究の課題を明晰かつ論理的な英語で表現できる研究のための実践的な英語能力の育成をはかります。

受講者数に制限があるため、事前登録科目となります。前期セメスターにPAとPBクラスを、後期セメスターにPCとPDクラスを開講します。研究入

門フォーラムの海外プロジェクトや、UBC、DUDP、交換留学、その他の留学に出発予定の学生、上述した各種留学プログラムへの応募や、その

他の海外調査・留学を希望し、出願を予定している学生を対象とします。受講者の計画や能力に応じた教科内容にしますが、できるだけ具体的

な計画･展望を持って受講してください。

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

コース予定と概要の説明

さまざまな留学のスタイル（学内、学外）についての概

略、受講者の留学希望調査

2 - 4

英語圏の高等教育機関での学習･研究

海外の大学制度・教育・研究・クラスルーム、生活・文化

の違い、目標の明確化、自分にふさわしい留学、留学

手続き

5 - 8

留学先への出願, 留学準備

Proposal/statement/recommendation: 研究計画書と出

願エッセイ（志望書）の書き方、奨学金の出願方法、推

薦状等の準備の仕方など

9 - 11

留学先での学習･研究準備

Study/research design and methods, 

Interview/questionnaire design and writing:学習・社会研

究の技法

12 - 14

学習・研究成果をまとめる技法

Research and Presentation: 効果的なプレゼンテーショ

ンの仕方

15

総括ワークショップ

Oral presentation, 留学にむけて

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 クラスにおけるパフォーマンス(到達度評価)100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other



2012 年度シラバス立命館大学

PA/PB/PC/PDクラスの重複履修はできません。

 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

拡張項目 

その他 / Others



2012 年度シラバス立命館大学

英語圏で、高等教育機関への留学、語学留学、調査を希望する学生に、そこでの生活・学習・研究に必要な基礎知識と実践的な英語運用能力

を修得させることを目的とします。海外留学・海外調査を希望・計画する学部学生が、現地で円滑な学習･研究を行うために必要とされる、英語圏

の大学・大学生活に関する総合的な知識を修得してもらいます。留学先での、社会研究やクラスでの学習課題を明晰かつ論理的な英語で表現

し、伝えることができる実践的な英語能力の育成をはかります。

なし

学会やセミナーでの報告を想定したoral presentationなどの課題を含む日常的なクラスにおけるパフォーマンスを総合的に評価します。

開講時に指示します。

必要に応じて指示します。

各自の研究計画、留学目標に沿ったリサーチや課題作成

奨学金に関して：http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships.html

単位数 /  Credit 2

ヴィジョン形成特殊講義（海外留学英語演習） (PD) § 特殊講義（海外留学英語演習） (PD)

担当者名 /  Instructor 木村 一紀

12622

英語圏での生活・文化や高等教育機関に関する総合的な知識を修得し、英語圏で通用する自己表現力を身につけてもらうことを目標とします。

さらに、社会研究の課題を明晰かつ論理的な英語で表現できる研究のための実践的な英語能力の育成をはかります。

受講者数に制限があるため、事前登録科目となります。前期セメスターにPAとPBクラスを、後期セメスターにPCとPDクラスを開講します。研究入

門フォーラムの海外プロジェクトや、UBC、DUDP、交換留学、その他の留学に出発予定の学生、上述した各種留学プログラムへの応募や、その

他の海外調査・留学を希望し、出願を予定している学生を対象とします。受講者の計画や能力に応じた教科内容にしますが、できるだけ具体的

な計画･展望を持って受講してください。

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

コース予定と概要の説明

さまざまな留学のスタイル（学内、学外）についての概

略、受講者の留学希望調査

2 - 4

英語圏の高等教育機関での学習･研究

海外の大学制度・教育・研究・クラスルーム、生活・文化

の違い、目標の明確化、自分にふさわしい留学、留学

手続き

5 - 8

留学先への出願, 留学準備

Proposal/statement/recommendation: 研究計画書と出

願エッセイ（志望書）の書き方、奨学金の出願方法、推

薦状等の準備の仕方など

9 - 11

留学先での学習･研究準備

Study/research design and methods, 

Interview/questionnaire design and writing:学習・社会研

究の技法

12 - 14

学習・研究成果をまとめる技法

Research and Presentation: 効果的なプレゼンテーショ

ンの仕方

15

総括ワークショップ

Oral presentation, 留学にむけて

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 クラスにおけるパフォーマンス(到達度評価)100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other



2012 年度シラバス立命館大学

PA/PB/PC/PDクラスの重複履修はできません。

 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

拡張項目 

その他 / Others



2012 年度シラバス立命館大学

【クラステーマ】 教えることと学ぶことの世界　-日本の優れた教育者・教育実践から考える-

本ゼミナールでは、とくに戦後の学校教育において展開された優れた教育実践家の取り組みを中心にみることによって、教えることや学ぶことに

おいて重要な視点を見出し、その奥深さを知ることを目的とする。ただし、教育、とりわけ授業づくり等の理論を学習するというよりはむしろ、ある

教育実践家が優れた実践を生みだす背景や試行錯誤に焦点を当てて、特定の時代背景や子どもたちの実態を前にして、どのような苦悩のもと

に自身の実践を切り開いていったかということを共有したいと考えている。

　教えること・学ぶことの世界は、学校教育にとどまらず、社会における人と人とのコミュニケーションの中において非常に重要な側面の一つであ

る。また、戦後の優れた教育実践の多くが、さまざまな苦悩、試行錯誤からうまれてきたものであることを知ることによって、〈教える・学ぶという世

界〉が一つの決まった正解を持つものではなく、相手やその状況に応じて、 善の答えを模索しつづける世界であることに気付くだろう。

したがって、本ゼミナールで取り上げるテーマは、将来教員を希望する学生にとってはもちろんのこと、教え・学びながら人とかかわり生きていく

すべての学生にとって、貴重な財産となると思われる。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (1)

担当者名 /  Instructor 赤沢 真世

53050

①教える・学ぶことの世界では、「正しい教え方」や「正しい学び方」は一つでないことを知る。

②現実と理想をつなぐための様々な試行錯誤からすぐれた実践が生まれてきていることを知る。

③著名な教育実践について知識・理解を深める。

④資料をもとに、レジュメにまとめ、発表する力量をつける。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

オリエンテーション

授業の概要説明、教師の実践における試行錯誤の意

義

第2回

さまざまな教育実践を読み解く前提

我が国の教育課程・教育方法の変遷の概説、発表の準

備・進め方について

第3回

無着成恭と生活綴方

生活綴方、国語教育、山びこ学校

第4回

糸賀一雄と障害児教育

障害児教育、近江学園、「この子らを世の光に」

第5回

東井義雄と「村を育てる学力」

子どもと地域を結ぶ授業、村を育てる学力、「生活の論

理」と「教科の論理」

第6回

斎藤喜博と授業の創造

授業論、良い授業とは何か、授業の「定石」

第7回

遠山啓と水道方式

教育の現代化、算数教育、数学教育協議会

第8回

庄司和晃と仮説実験授業

科学教育、討論、授業書

第9回

岸本裕史と学力の基礎

１００ます計算、基礎学力の徹底と読み書き算

第10回

向山洋一と教育技術法則化運動

授業研究、法則化、体育教育

第11回

有田和正と教材づくり

ネタのある授業、社会科教育、教材開発

第12回

阿原成光と英語教育

新英語教育研究会、平和教育、英語教育、教育評価

第13回

和光小学校・和光鶴川小学校と総合学習

総合学習、総合と教科の相互還流

第14回

金森俊朗といのちの学習

いのちの学習、生活教育、身体性をめぐる教育

第15回

まとめ・総括

教育実践の変遷の総括、各自の教育実践の意味づけ

(まとめの発表）
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その他にも、授業者が適宜プリントや資料を用意する。

毎回のテーマに応じた参考文献を適宜紹介する。

毎回のグループ発表での資料（参考文献）を復習することに加え、日常においても、教育に関するニュースや新聞記事、テレビ番組（教育番組）

などにも幅広く関心を向け、自分自身が得てきた教育経験を相対化して捉える機会を多く持ってほしい。

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

国立教育政策研究所　http://www.nier.go.jp/

日本教育新聞　http://www.kyoiku-press.co.jp/jep/index.html

本ゼミナールは、各グループによる資料収集・発表、全体での討論を中心に進められる。各グループ内での相互の学びあいや全体での討論に

は、積極的に参加されたい。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ発表（２回から３回）においての資料収集・レジュメ作成、発表の仕方、内容から取組

状況を評価する。

また、自身が発表でない回において、グループ討議や全体討議での積極的な参加を高く評価

する。また、 終回に提出する小レポートの内容も含める。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

時代を拓いた教師たち 田中耕治編／日本標準／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

時代を拓いた教師たちⅡ 田中耕治編／日本標準／／

人物で綴る教育評価の歴史 田中耕治編／三学出版／／

よくわかる授業論 田中耕治編／ミネルヴァ書房／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】ジェンダー・アプローチの可能性

　家庭や学校、職場、その他さまざまな組織や制度を含め、私たちの日常生活や社会には、男女性別２元論のジェンダー秩序がある。ジェン

ダー・アプローチとは、この社会秩序のなかで無意識のうちに私たちが従っている性別規範を対象化することである。

　この教養ゼミでは、性別役割分業や、男らしさ・女らしさという典型化された性の特性が、歴史的、文化的、人為的に形成されたものであること

を明らかにし、人間の多様な在り方を模索するために、現代の性差別を克服する課題について多面的に検討する。 近のジェンダー論では、２

元論的な異性愛主義の性規範に基づくジェンダー・アイデンティティが問い直されつつある。こうした新しいジェンダーの視点から私たちを取り巻

く社会をとらえ直し、個人の多様な在り方を尊重する、より多様で開放的な人間関係と社会を展望する。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (2)

担当者名 /  Instructor 池内 靖子

53061

＊日常的な生活から男女間の不平等や差別の問題を考える。

＊性別役割分業や、家族、母性などの歴史的性格について考察し、説明できる。

＊男女２元論の枠組みや性規範、それに基づく制度や法の現状を把握し、性の多様性、各個人の違いを尊重する社会を展望する。

＊国内だけでなく国際社会におけるジェンダー公正を目指す法制度・政策について学ぶ。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ジェンダーとはなにか

セックス、ジェンダー、セクシュアリティ

2

性の2分法

ジェンダー・アイデンティティ、女らしさ、男らしさの規範

3

性の多様性

ゲイ、レズビアン、インターセックス、トランス・ジェン

ダー、トランス・セクシュアル

4

結婚と家族

制度と現実、多様化する家族

5

家事労働と賃労働

性別分業と賃金差別、雇用均等法

6

母性

子育て、介護、ケア

7

性と生殖

優生思想とリプロダクティヴ・ライツ

8

グループ・プレゼンテーションＩ

9

性の商品化Ｉ

広告、ファッション、整形・化粧、ダイエット

10

性の商品化II

ポルノ産業、セックスワーク

11

性暴力I

セクシュアル・ハラスメント

12

性暴力II

ＤＶ防止法

13

性暴力III

軍事化とジェンダー、「従軍慰安婦」制度

14

ジェンダー公正に向けて

貧困の女性化、国連女性差別撤廃条約の提言・勧告、

男女共同参画基本法

15

プレゼンテーションII
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その他の参考図書については、適宜ゼミで紹介する。

ジェンダーにかかわるトピックについて基本的なデータ、資料、事例を調査・収集し、分析・考察する。

各トピックにかかわってグループプレゼンテーションを行い、ディスカッションを深め、データや資料、事例に基づいて考察した結果について発表

する。

・WAN(Women's Action Network)のホームページ

・教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

一般教育の大講義で「ジェンダー論」を受講するのとは違い、少人数のゼミナールで、ゼミ生一人一人が自分の関心にそって問いを立て、関連

する事例の資料やデータを調査し、結果をまとめて報告する。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 トピックごとに、調査・収集した関連データ、資料、事例について分析・考察し、グループディス

カッションを深め、プレゼンテーションをする。

出席しグループディスカッションに参加（30%）

グループプレゼンテーション2回（40%）

個人レポート提出（30%)

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

21世紀のジェンダー論 池内靖子、二宮周平、姫岡とし子編／晃洋書房／4771015651／

ジェンダーの社会学 江原由美子／新曜社／／

男女共同参画社会をつくる 大沢真理／日本放送出版協会・ＮＨＫブックス／／

結婚と家族 福島瑞穂／岩波新書／／

家父長制と資本制 上野千鶴子／岩波書店／／

生殖の政治学 荻野美穂／山川出版社／／

クイア・スタディーズ 河口和也／岩波書店／／

「レズビアン」である、ということ 掛札悠子／河出書房新社／／

多様な性がわかる本 伊藤悟、虎井まさ衛／高文研／／

はじめて学ぶジェンダー論 伊田広行／大月書店／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】 「アメリカの夢」の光と影　-　文学を通して考える

　アメリカのエトスの基である「アメリカの夢」をキー概念としてアメリカの本質を理解し、さらに、その光と影をその文学を通して考えることで、アメ

リカという国の強さと弱さを知る手がかりを得る。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。

　特にないが、アメリカ関係の科目と並行して履修することで研究が進むだろう。

　授業では第１回から第３回まで講師が、まず「アメリカの夢」が各時代の文学にどう現われているかを概説する。その後、上記の４作品をそれぞ

れ３回にわたって扱い、それぞれの１回目は作品の内容と技巧など全般を論じ、続く２回の授業で作品を「アメリカの夢」の視点から論じた英語の

論文を読む。なお、第４回目からは受講生の発表を中心に授業を進める。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (3)

担当者名 /  Instructor 及川 正博

53049

　それぞれの時代を代表するアメリカの作家たちが「アメリカの夢」とどのように関わってきたかを検討・考察することで、トータルにしかも具体的

にアメリカ社会と文化を理解する能力を養う。

　授業は「アメリカの夢」とは何かに関して講師が３回にわたって全体を網羅した講義を行った後、これをテーマとした各時代を代表する作家の主

作品４編を読むが、簡便な翻訳本が出ているので、じっくり読んで授業に臨むこと。理想的には英文のオリジナルにも目を通して欲しい。

　４回目以降は、上記のテーマが諸作品にどう反映しているか、英文資料を使用して議論する。受講者は原則として順番に、指示された１作品を

責任を持ってレポートし、ディスカッションをリードし、他の者は配布された英文資料などを基に積極的にコメントすることが求められる。

　授業はディスカッション中心に進めるので、ぜひ問題意識を持って参加して欲しい。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１～3回

「アメリカの夢」概観

第4～6回

ベンジャミン・フランクリン『フランクリン自伝』

担当グループの発表、ディスカッション

第7～9回

マーク・トウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』

担当グループの発表、ディスカッション

第10～12回

スコット・フィッツジェラルド『偉大なギャッツビー』

担当グループの発表、ディスカッション

第13～15回

アーサー・ミラー『セールスマンの死』

担当グループの発表、ディスカッション

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 ＊テーマに関わった作品論40 ％

平常点評価 ＊ゼミへの参加度・貢献度など60 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『フランクリン自伝』 ベンジャミン・フランクリン、松本慎一・西川正身訳／岩波文庫／4-00-323011／

『ハックルベリー・フィンの冒険』 マーク・トウェイン、西田実訳／岩波文庫／4-00-323115-5, 323116-3／上・下がある

ので両方入手のこと。

『グレート・ギャッツビー』 スコット・フィッツジェラルド、野崎孝訳／中央公論新社／978-4-12-403504-9／

『セールスマンの死』 アーサー・ミラー、倉橋健訳／ハヤカワ演劇文庫／4-15-140001-X／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

文学とアメリカの夢 川上忠雄編／英宝社／4-269-74008-6／「序章」は必読
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教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

メールによる質疑応答

oikawa@ir.ritsumei.ac.jp

oikawam@gaia.eonet.ne.jp

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

The American Dream Blake Hobby (Editor)／Bloom's Literary Criticism／9-780791-098011／

American Dreams, American Nightmares David Madden (Editor)／South Illinois Univ. Press／0-8093-0446-5／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】ことばの世界

　19世紀までは哲学の一辺境にすぎなかった言語の問題が、今日では第一哲学（＝存在論）の中心に据えられている、と言っても決して過言で

はない。哲学にこの言語論的転回という革命をもたらす衝撃となった思想をひとことで言い表せば、言語はその外にある対象や意味を指示する

記号ではない、ということである。意味は言語のうちにしかなくて、対象もその言語が生み出す世界なのだ、人間の世界は言語によって生成化さ

れ、人間は言語の外部に立つことはできないのだ、という思想である。

　ｿｼｭｰﾙに始まる近現代言語学の核心というのは、言語活動やその機能に潜む現前（＝現前させるもの）と不在＝欠如（＝不在のもの、今ここに

ない欠けているもの）とのｱﾝﾋﾞｳﾞｧﾚﾝﾄな関係の発見であり、その記述である。現前と不在＝欠如のｱﾝﾋﾞｳﾞｧﾚﾝﾄな関係から生ずるﾗﾝｶﾞｰｼﾞｭ（＝言

語活動）とﾗﾝｸﾞ（＝言語）との関係は、ﾗﾝｸﾞ（＝言語）は社会的産物としての制度であり、言語現象を生み出す現前（＝現前させるもの）、すなわ

ち、必然性としての機能と均質性としての属性を有するものである。一方、ﾗﾝｶﾞｰｼﾞｭ（＝言語活動）は能力、可能性であり、不在＝欠如（＝不在の

もの、今ここにない欠けているもの）であって、偶然性としての機能と不均質性としての属性を有するものである。

　ﾗﾝｸﾞが、ﾃﾛｽ「到達点」に至ったｴﾈﾙｹﾞｲｱ「現実態」＝ｴﾝﾃﾚｹｲｱ「完成態｣、現前（＝現前させるもの）、必然性、均質性であるとすれば、ﾗﾝｶﾞｰ

ｼﾞｭは、ｴﾈﾙｹﾞｲｱ「現実態」へと向かう生成化の途上にあるﾃﾞｭﾅﾐｽ「可能態」＝可能性、不在＝欠如（＝不在のもの、今ここにない欠けているも

の）、偶然性、不均質性である。ところが、現前と不在＝欠如とのｱﾝﾋﾞｳﾞｧﾚﾝﾄな関係から生ずるﾗﾝｶﾞｰｼﾞｭ（＝言語活動）とﾗﾝｸﾞ（＝言語）との関係

や、ｼﾆﾌｨｴ（＝記号内容）とｼﾆﾌｨｱﾝ（＝記号表現）との関係は、二項対立のような観を呈するほどの緊張感を伴ってくるのである。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (5)

担当者名 /  Instructor 久津内 一雄

53051

　到達目標を一言で言えば、現前（＝現前させるもの）と不在＝欠如（＝不在のもの、今ここにない欠けているもの）との相関性の仮説にたつ、生

成・変化の思想の神髄に迫ることである。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

議論全体の枠組みに関わる問題提起

環境世界論、言語ｹﾞｰﾑ論、言語使用論＝語用論の登

場と社会言語学の浮上 ～ 言語観の変容 ～

２ 

人間と世界の関係の説明の体系 ～ ｴﾋﾟｽﾃｰﾒｰ ～

３

ｿｼｭｰﾙによる言語学的言説の変換 ～ 言語記号論 ～

話者＝聴者の還帰、実在を差異化＝虚構化する装置、

差異化＝虚構化の世界、ﾛﾗﾝ･ﾊﾞﾙﾄの言語観 ～ 社会

的事実としての言語 ～

４～５

ｿｼｭｰﾙ言語記号論の概要

 

ｿｼｭｰﾙ言語記号論理解のﾎﾟｲﾝﾄ、ﾗﾝｶﾞｰｼﾞｭとﾗﾝｸﾞとﾊﾟ

ﾛｰﾙ、差異の体系としての言語、共時言語学と通時言

語学、連辞関係と連合関係、概念と音と言語、言語記

号、記号表現と記号内容

６～７

ｿｼｭｰﾙ言語理論の核心

言語能力と社会制度と個人、体系の概念、記号理論、

言語記号の恣意性、ｿｼｭｰﾙ言語記号論のまとめ

８

ｿｼｭｰﾙに始まる近現代言語学 ～ 言語相対論 ～

ﾌﾝﾎﾞﾙﾄの主張と言語相対論、言語名称論と言語相対

論、ｻﾋﾟｱ=ｳｫｰﾌ仮説、ﾄﾞｲﾂ意味論学派＝新ﾌﾝﾎﾞﾙﾄ学派

 ～ ことばが人間をつくる ～、言語の系譜主義とｼｭｰﾊﾙ

ﾄ言語学 ～ 現代の社会言語学に繋がる言語相対主義

の到達点 ～

９

近現代言語学が対象とする言語とその言語観 ～ 言語と

はそもそも何なのか？ ～

近現代言語学の成立とその背景、近現代言語学が排

除したもの ～ 歴史主義と論理主義 ～、近現代言語学

が拠り所にしたもの ～ 科学主義・心理主義・反歴史主

義 ～、ﾁｮﾑｽｷｰ論理言語学への系譜 ～ ﾁｮﾑｽｷｰによ

る論理的大転換の言語学史における整理 ～、社会言

語学への系譜

１０

構造主義への潮流

ｿｼｭｰﾙ言語記号論の構造主義への展開、構造主義の

方法の特徴

１１

言語記号論の記号学的展開

ｸﾛｰﾄﾞ･ﾚｳﾞｨ=ｽﾄﾛｰｽ、ｼﾞｬｯｸ･ﾗｶﾝ

１２

人間の意識における対象の現前化と再現前化 ～ ﾌｯｻｰ

ﾙ・ﾊｲﾃﾞｶﾞｰ・ﾃﾞﾘﾀﾞ ～

解体化と脱構築、現象学的時間論
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２／３以上の出席が不可欠です。

久津内一雄『ことばの世界』をテキストとして配布します。

参考書をまず読んでください。

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

テクスト：久津内一雄『ことばの世界』をよく読んでください。それから、同一内容の講義科目として、後期木曜５限に「言語文化論」があります。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

１３

言語理論の言語使用論＝語用論的展開 ～ ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀ

ｲﾝ言語ｹﾞｰﾑ論 ～

新たな言説の可能性、ことばと生の問題設定

１４～１５

言語と現代思想の問題〈まとめ〉～ 言語ｹﾞｰﾑ論と身体＝

欲望論 ～

生の円環運動、ことばのもつ実存的意味、実存と時間、

ｶﾞﾀﾞﾏｰの解釈学Ⅰ ～ 地平融合 ～、物語るということの

意味、ﾃｸｽﾄ内存在と言語ｹﾞｰﾑ、地平融合と言語ｹﾞｰﾑ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業への出席と班活動への取り組みを重視します。

レポートを課します。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

これがﾆｰﾁｪだ 永井均／講談社現代新書／／

ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ「論理哲学論考」を読む 野矢茂樹／ちくま学芸文庫／／

時間論 中島義道／ちくま学芸文庫／／

寝ながら学べる構造主義 内田樹／文春新書／／

現代思想の冒険 竹田青嗣／ちくま学芸文庫／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】東アジアを学ぶ

 近年、東アジアにおける経済的、文化的躍進が世界の注目を浴びている。冷戦崩壊以降、東アジア地域においても、東北アジア共同体や東北

アジア非核地帯などの提唱があり、地域内での平和、繁栄を目指す共同の努力が始まっている。また、観光やビジネス、就業や留学など地域内

で爆発的に人の交流が広がり、「東アジア大交流時代」が始まったと言われている。

 しかし、日本では中国、朝鮮など東アジアに対する嫌悪が蔓延しており、真の東アジア理解は深まっていない。本ゼミでは、実際の交流やフィー

ルドワークを通じて、地域理解を深めてゆく。昨年は済州島で3泊4日、海軍基地設置問題や済州4・3事件の現場などのフィールドワークを行い、

済州大学学生など現地の人々と交流するなど、大きな成果があった。

 本年度は台湾について学ぶ。台北や他の都市を実際に訪れ、ねじれた大陸中国との（両岸）関係や日台関係、台湾人アイデンティティ、台湾原

住民問題、日本植民地支配と台湾の歴史認識などを現場で、専門家の講義も伺いながら広く学ぶ。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

朝鮮語、中国語ができれば、フィールドワークの効果が格段に高まる。

東アジア近現代史

各自レポート作成後、ゼミ論集を作成する。できれば、現地調査報告ビデオ作成も行う。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (6)

担当者名 /  Instructor 徐 勝

53054

①東アジアを理解する

②東アジアを体験する

③東アジアの学生とのネットワークを作る

④東アジアの未来への展望を持つ

本ゼミでは、プロジェクトの立て方と運営の実際、また基本的な資料調査の方法、レポート作成方法、プレゼンテーションの方法をテーマにそった

課題作成の中で学んでゆく。

さらに、現地での交流やフィールドワークを通じて、人的、知的交流の実際を学び、ネットワークを作ってゆきたい。その中で、読む、書く、表現す

る能力と、今後、「東アジアの時代」に対応できる国際人としての資質を獲得できるものと期待する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１回

東アジアを学ぶ

授業の概要、フィールドワークの設計

2～4回

台湾現代史入門（フィールドワーク事前学習・各自の調査

テーマの設定）

台湾、中国との（両岸）関係、日台関係、台湾人アイデ

ンティティ、台湾原住民問題、日本植民地支配

5回

フィールドワーク事前学習

台湾現代史

6回

フィールドワーク 終準備

台湾、中国との（両岸）関係、日台関係、台湾人アイデ

ンティティ、台湾原住民問題、日本植民地支配

7回

台湾でのフィールドワーク（5月31日～6月3日）

課題設定に関わる現地での調査

8回

フィールドワーク事後学習

現地調査結果の報告

9～12回

各自がレポート作成

個別あるいはグループワーク

13～15回

終レポートのプレゼンテーション

プレゼンテーション、グループワーク

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 前提として、3分の2以上の出席、フィールドワーク参加を必須とする。ゼミへの積極的な参加が

必要である。

各グループあるいは個人が課題を設定し、 初にレポート作成計画書を提出、作業を進め、中

100 ％
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教科書は特にないが、『東アジア平和紀行―韓国、台湾、沖縄をめぐって』 （徐　勝、 かもがわ出版）を教科書に准じて位置付けます

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

今年度のフィールドワークは、「台湾現代史を学ぶ」をテーマに、台湾（5月31日～6月3日）で行う。

費用は約８万円。

フィールドワーク参加を必須とする。

suh@law.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

間報告をして、期末に 終レポートを発表・提出する。

評価は、中間（20％）、 終（40％）の各報告、ならびに日常点（40％）で行う。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

東アジア平和紀行―韓国、台湾、沖縄をめぐっ

て

徐　勝／かもがわ出版／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

東アジア冷戦と国家テロリズム－米日中心の地

域秩序の廃絶をめざして

徐　勝／御茶ノ水書房／／

東アジアの国家暴力と人権・平和 徐　勝／かもがわ出版／／

文明と野蛮を超えて―わたしたちの東アジア歴

史・人権・平和宣言

徐　勝・前田朗編／かもがわ出版／／

東アジア論 丸川哲史／人文書院／／ブックガイドシリーズ

台湾ナショナリズム　東アジア近代のアポリア 丸川哲史／講談社選書メチエ／／

東アジア近現代史 上原一慶他／有斐閣Sシリーズ／／

台湾 戴国煇／岩波書店／／岩波新書

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】合意形成や相互理解のためのファシリテーションの理論と作法

（１）自分をとりまく様々な問題解決のためには、どんな能力や発想法が必要になるでしょうか？そもそも何をどんな立場で問題としてみなすの

か？問題の発生要因や構造はどうなっているのか？解決とは何がどのようになることなのか？そもそも「ある状況や出来事」を問題、とみなす自

分は一体何者なのか？あるいは「これは問題だ！」とみなしている他者を理解するとはどういうことなのか？

（２）こうした「問い」から出発して、一人の頭で考えるのではなく、他者とのやりとりの中から、自分の目で見て、耳で聴いて、自分の頭で考えて、

自らの考えを表現し、さらにまた他者とのやりとりの中から「問い」そのものをデザインし、「こたえ」を見つけていくためのプロセスを学びます。そ

して、そのプロセスの果てにある自己と他者への深い理解、合意形成に至るためのファシリテーションの理論と作法を学びます。

（３）具体的には参加者個々人の興味関心から、担当教員の専門である「まちづくり」の分野まで話題を幅広く取り上げながら、それらを考察のた

めの題材にしながら、「問題解決や合意形成、相互理解のための理論と作法」であるファシリテーション能力の獲得と向上を目指します。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

担当教員が担当する「環境形成論」「景観デザイン論」を併せて受講すると、様々な実践例を通してファシリテーション技術の可能性や奥深さを深

く理解することができます。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (7)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

53055

（１）他者とのやりとりを促進し、創造的なコミュニケーションを展開させるファシリテーション能力＝「聴く力」＋「眺める力」＋「表現する力」の獲得

と向上を目指します。

（２）合意形成や問題解決に必要となるファシリテーション能力は、グループワークを展開する能力でもあります。具体的には様々なグループワー

ク（ワークショップ）を展開する際に必要となるアクティビティの遂行能力や、グループワークそのもののプロセスやプログラムをデザインする能力

を獲得します。

（３）文献講読により、グループワーク（ワークショップ）やファシリテーションが必要とされてきた背景や、その理論や実践が発達してきた経緯や歴

史を学ぶことで、単なる技術ではなく、人間への深い洞察と理解、哲学に裏付けられたコミュニケーション作法を獲得します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

己を知る・他者を知るワーク

自己紹介や他己紹介のための様々なアクティビティを実

際に経験し、「聴く」「眺める」「表現する」ことを学ぶ

第２回

「己を知る・他者を知るワーク」の振り返り

第１回目のワークに込められた心理学的な考察を文献

によって理解し、自分達が経験したワークの意味と意

義、効果について考察をしてみる。

第３回

“単独でやりきることの効果”と“協働してやりきる効果”と

の比較

ものごとを効率的にしあげていくためには自分一人で考

えて実行した方が良いのか？それとも他者と協働して

展開していった方が良いのか？この２つを実際に体験

するワークを展開。

第４回

“眺める”ことによって解決の兆しを見つける

担当教員が経験してきた「まちづくり」の現場での事例を

いくつかを共有しながら、立場も意見も心情も全く異なる

ステークホルダー（利害関係者）が、ある一つの方向性

に向かっていくためのプロセスを検証し、実際に担当教

員が「まちづくり」の現場で用いてきた様々なワーク

ショップ・プログラムや、ファシリテーション技術の応用例

を紹介し、ファシリテーション能力の必要性とコツについ

ての理解を深める。

第５〜８回

「“眺める”ことによって解決の兆しを見つける」ための実

践的ワーク体験とその解説その１

　「“眺める”ことによって解決の兆しを見つける」ために

必要となる３つの基礎的技術（KJ法、ファシリテーショ

ン・グラフィック、ノミナル・グループ・テクニック）を実際

に体験し、その意味や効果について解説。

第９回

ワークショップとファシリテーションの起源

ワークショップやファシリテーションの方法論の起源とそ

の展開や意義について、カール・ロジャースのグループ

カウンセリング論やジョン・デューイの教育論、そして

１９６０年代のアメリカ合衆国におけるコミュニティ・デザ

イン運動にさかのぼって考察し、理解を深める。
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毎回の授業で指示する

（１）少人数（２０名）による参加型の授業となります。

（２）様々な学部からの参加を想定していますが、たとえそうでなくても、参加者一人一人がそれぞれ異なった問題意識やテーマを持ち寄って参

加することを鑑みれば、まずはその「違い」、さらには「違う中にも存在する共通点」を、参加者自身が相互に理解することで、参加者それぞれの

能力や個性、問題関心を広げる場にしたいと考えています。

（３）具体的には４冊の文献を講読しつつ、実際に参加者同士で、相互理解や合意形成のためのファシリテーション技術を獲得するグループワー

クを展開していきます。

（４）実際のグループワークを経験する回と、そのワークに込められた意味や背景、さらにはワークを経験したことから得られた知見を深く理解す

るための回を交互に繰り返していきます。

（５）必要に応じて、３回分のワークを１日で行い、集中的にファシリテーション技術の獲得を目指す時間を設けます。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

第１０回

　「受講生の受講生による受講生のためのワークショッ

プ」その１

　参加者を１グループ６〜７人程の３つの小グループに

わけ、それぞれのグループ毎に、「お題」を決め、その

「お題」を深く考察するためのワークショップのプログラ

ム作成と実施を行う。本ゼミで取得したファシリテーショ

ン技術の応用を実践することで、その意義や苦労を実

感、理解する。

第１１回

　「受講生の受講生による受講生のためのワークショッ

プ」その１の振り返り

　前回に実施したワークショップのプログラム内容やファ

シリテーションの実際を振り返る。企画グループの反省

や獲得できたこと、ワークショップ参加者からのコメント、

担当教員からの講評を共有することで、ファシリテーショ

ンの効果や不十分な点などを考察する。

第１２回

「受講生の受講生による受講生のためのワークショップ」

その２

　第１０回のグループとは異なるグループによるワーク

ショップの実施。

第１３回

　「受講生の受講生による受講生のためのワークショッ

プ」その２の振り返り

前回に実施したワークショップの振り返りとフィードバッ

ク。

第１４回

　「受講生の受講生による受講生のためのワークショッ

プ」その３

　第１０回、第１２回とは異なるグループによるワーク

ショップの実施。

第１５回

「受講生の受講生による受講生のためのワークショップ」

その３の振り返りと全体の振り返り

前回に実施したワークショップの振り返りとフィードバッ

クと、全体と通じての振り返り。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 全１５回への出席が単位認定の 低条件です。その上で、毎回参加型授業を展開するので、

参加度を重視しします。

毎回の授業では、コミュニケーションペーパーへの記述だけでなく、具体的なワークやコメントの

記述など、かなりの作業量が必要となります。参加度は、作業に対する姿勢や、作業結果の内

容によって毎回判断し、それらを基に、全１５回を通じての成績評価を行います。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

環境と都市のデザイン―表層を超える試み・参

加と景観の交点から

斎藤・土肥編著／学芸出版社／／担当教員も執筆陣に加わり、実践的な活動の中で

合意形成やワークショップがどう展開するかを記した本。担当教員がどのような実践を

経て今日に至っているかを理解してもらえる本です。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

会議の技法―チームワークがひらく発想の新次

元

吉田新一郎／中公新書／／この10年間で様々な合意形成手法やファシリテーション

技術の本が出版されたが、この本が一番手頃でシンプルかつ的確。

紛争の心理学―融合の炎のワーク アーノルド・ミンデル／講談社現代新書／／ワークショップに関する本は様々あれど、

担当教員が唯一衝撃と深い感銘を受けたファシリテーションに関する書籍（残念ながら

品切れ）。
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教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】 三元論の学問的活用

　分子は 固体、液体、気体 の三体で、光は 赤、緑、青 の三原色で、三音からなるBach の和音は三つしかなく、

人称代名詞は三人称まで、などなど、どの「場」にも三元が埋め込まれている。

　これが2008年にノーベル物理学賞を受賞した益川俊英、小林誠両氏のQuark論と関連していることを学び、さらに三元*双対の「三双構造」を方

法論的に活用する能力を涵養する。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。

　特にありません。

平井 孝治「益川・小林理論の方法論的応用」、『立命館経営学』第48巻第2・3号(2009年9月)

　出来たら、小林誠『消えた反粒子』(Blue Backs)を読んでもらいたい。

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (8)

担当者名 /  Instructor 平井 孝治

53048

「反対と双対」の本質的な違いをわきまえ、どのような学問分野でも「存在 → 現象 → 影響」を議論するはずなので,その骨格を「三双構造」で理

解する能力を身に付ける。

mail address : wintel @ pl.ritsumei.ac.jp

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1～5

　場に埋め込まれている「三元」を求める。

　毎週、生活領域、人文科学、社会科学、自然科学 な

ど、提示された検討領域に沿って、班ごとに三元を議論し

て講評し合う。

　家事なら、炊事、洗濯、掃除。茶人なら、爽、健、美。

三権なら、立法、行政、司法。仏教なら、前世、現世、来

世。

6～10

「コインの表裏」のような「双対」を求める。

　1,000語ぐらいの英単語の中から「And/Or」のような双対

な単語の組や、提示された検討領域で、身の回りの「双

対」を出し合う。　

　May/Must、磁石の N極/S極、裁判の 原告/被告、商

品の 売り/買い、文章の 読み/書き、理想と現実,物事

の 虚実。

11～15

　ゼミ生各自が特定した領域で、「三双構造(三元×双

対)」になっている事例を挙げ、何故そうなのか考察したレ

ポートをプレゼンする。

　人称代名詞の場合なら、一人称、二人称、三人称と

も、「個人(単数)と社会(複数)」なる双対がある。

空間もまた、前後、左右、上下 なる「三元×双対」に

なっている。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　毎回のレポートの出来と、議論参加の積極度で評価する。100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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拡張項目 
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【クラステーマ】現代金融システムの基礎知識

先ず金融に関する基本的な知識や金融システムについて学び、それを踏まえて、さまざまな金融の時事問題を取り上げ、それらについて議論す

る。その方法として、先ず主要なテーマについてレクチャーを行った上で、それらに関して新聞や雑誌などに掲載された記事をマテリアルとして用

い、それらについて用意された質問に答えるべく、クラス・ディスカッションを行う。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

特にないが、マクロ経済学に関する基礎知識を持っていることが望ましい。

授業は、先ずテーマについてレクチャーをして、次いでテーマに関連した新聞や雑誌の記事についてディスカッションする。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (9)

担当者名 /  Instructor 森 利博

53060

現代の世界金融市場についての認識を深め、それが直面する諸問題に関して自分の意見・見解を述べられるようになること。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

金融の仕組み（レクチャー）

間接金融、直接金融、貨幣、信用創造

第2回

金融の仕組み（グループワークとディスカッション）

間接金融、直接金融、貨幣、信用創造

第3回

金融政策（レクチャー）

中央銀行、金融政策の目的、政策金利、市場操作、ゼ

ロ金利政策、非伝統的金融政策

第4回

金融政策（グループワークとディスカッション）

中央銀行、金融政策の目的、政策金利、市場操作、ゼ

ロ金利政策、非伝統的金融政策

第5回

金融行政（レクチャー）

垣根政策、護送船団方式、金融ビッグバン、ペイオフ解

禁

第6回

金融行政（グループワークとディスカッション）

垣根政策、護送船団方式、金融ビッグバン、ペイオフ解

禁

第7回

銀行業（レクチャー）

BIS規制、自己資本、貸し渋りと貸しはがし、預貸率と預

証率、預金保険

第8回

銀行業（グループワークとディスカッション）

BIS規制、自己資本、貸し渋りと貸しはがし、預貸率と預

証率、預金保険

第9回

証券業とシャドウバンク（レクチャー）

グラス・スティーガル法、ユニバーサル・バンキング、株

式売買委託手数料の自由化、資産管理ビジネス、対顧

客ビジネスと自己勘定取引、ヘッジファンド、レバレッジ

第10回

証券業とシャドウバンク（グループワークとディスカッショ

ン）

グラス・スティーガル法、ユニバーサル・バンキング、株

式売買委託手数料の自由化、資産管理ビジネス、対顧

客ビジネスと自己勘定取引、ヘッジファンド、レバレッジ

第11回

証券化（レクチャー）

オフＢＳ、オリジネーター、裏付け資産、ＳＰＶ、真正売

買、優先劣後構造、サブプライムローン

第12回

証券化（グループワークとディスカッション）

オフＢＳ、オリジネーター、裏付け資産、ＳＰＶ、真正売

買、優先劣後構造、サブプライムローン

第13回

デリバティブ（レクチャー）

先物、スワップ、カウンターパーティー・リスク、ＣＤＳ、オ

プション

第14回

デリバティブ（グループワークとディスカッション）

先物、スワップ、カウンターパーティー・リスク、ＣＤＳ、オ

プション

第15回

金融危機再発防止策（レクチャー）

TARP、ボルカー・ルール

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 内訳は、クラス・ディスカッションへの貢献度及びプレゼンテーション50％、レポート課題50％100 ％
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市販の書籍などは特に用意しない。

授業で取り上げるトッピクに関するクエスチョン・リスト、及びそれに答えるための参考となる新聞・雑誌記事のコピーを配布する。

英文のサイトであるが、日々の金融市場情報が入手できるものとして、www.bloomberg.comを推薦する

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

日ごろから、新聞の経済・金融欄の記事に目を通すように心がけて欲しい。

授業の中で教員のメールアドレスを受講者に伝える。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

金融入門　第6版 日本経済新聞社編／日本経済新聞出版社／978-4-532-11815-0／

その他 ／ Other
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【クラステーマ】　一神教思想と現代社会

　私達が直面している現代社会の諸問題に対して、これまでも様々な角度から多くの調査・研究・提案がなされてきた。しかし、唯物論的思想が

優勢で、たとえ宗教的思想が取り上げられても、多神教が優勢と一般的に言われる日本においては、一神教の思想や文化がこれらの諸問題と

どのように関わっているのかという考察が比較的に少ない。それは、本学の学生も含めて日本の学生には、そのような考察や情報に触れる機会

が少ないということでもある。

　そこで本ゼミナールでは、「主にユダヤ教思想とキリスト教思想に関連したり、影響を受けている現象や諸問題を調査・研究し、その討議や発表

を通して主体的な学びを実践する」。このような学びを通して、異文化や他の異なる世界を見る目を養い、現代社会の諸問題や変化に柔軟に対

応できる見識を身に着けることを目標とする。今まで世界を動かしてきた思想の一つと現代社会との関係を教養として学ぶことは、今後日本のみ

ならず国際社会で活躍を目指す日本の若者にとって有益で、新たな知的刺激となりうる。（指摘するまでもないが、その影響は、政治・経済・哲

学・教育・医療・福祉・文学・音楽・絵画・メディア・スポーツ等、現代社会のあらゆる分野に見ることができる。）

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

宗教と社会、基礎演習Ｉ、情報リテラシーＩ、プロジェクトスタディ等（と同様）の科目を履修しておくことが望ましいが、必須ではない。

開講回数の3分の2以上の出席が評価の 低要件となる。

本授業では課題の調査・研究、及びその発表や討議を通して主体的な学びを実践していくので、調査・研究・発表・レポート作成に関わる授業外

学習が期待される。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (10)

担当者名 /  Instructor 伊東 寿泰

54719

上記のような授業を通して、学生は主体的な学びを実践していくが、その過程で主に次のような力量を獲得することが期待される。　①問題観察

力・課題設定力　②調査・研究力　③文献読解力　④問題解決力　⑤発表力　⑥コミュニケーション力・議論する力　⑦レポート作成による文章作

成力　⑧異文化理解力　⑨チームワーク　

1) 受講態度：　受講にあたっては、出席は勿論、課題実行も含めゼミナールへの高い参加度が期待される。

2) 欠席した場合の対処:　欠席した場合は、クラスメートから欠席中に行われた授業の内容や出された課題について聞き出し、遅れを取り戻すこ

と。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

イントロダクション（本ゼミの目標・手順・研究範囲の理

解）、ブレイン･ストーミング　１、プレ調査　1

第２回

ブレイン･ストーミング　2、プレ調査　2、課題と研究グ

ループの設定

第３回

調査・研究手法の確認

第４～５回

事例研究　1～2

第６～9回

中間発表と討議　1～4

第10回

中間発表の小括、 終発表の準備

第11～14回

終発表と討議　1～4

第15回

総括　－　本ゼミを通して何を学んだか。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 本ゼミナールへの出席・参加・貢献度, 発表, レポート等を基に評価する。100 ％
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一神教であるユダヤ教、キリスト教、イスラム教の共通聖典が旧約聖書である。一神教を理解するには、まずその聖書自体を読むことが重

要であるが、その一つの読み方を上記の本を通して学ぶことができる。

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

3) 剽窃（ひょうせつ）:　引用という形式を取らずに他人の知的財産を盗用すること（剽窃）は厳に慎むこと。レポートや発表において剽窃が発覚し

た場合は、その課題の評価は零となる。場合によっては、単位を失うこともあるので注意すること。

4) 学部から配布される学習用『（さんしゃ）ハンドブック』等を事前に読んでおいておくこと。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

聖書の読み方 大貫隆／岩波書店／978-4004312338／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

一神教とは何か：公共哲学からの問い 大貫隆・他著／東京大学出版会／4-13-003205-4／

一神教文明からの問いかけ 宮本久雄・他著／講談社／978-4000234061／

一神教の誕生―ユダヤ教、キリスト教、イスラム

教

O. ヴァレ著／創元社／978-4422214962／

ユダヤ教・キリスト教・イスラームは共存できるか 森孝一編／明石書店／978-4-7503-2903-1／

原理主義から世界の動きが見える：キリスト教・

イスラーム・ユダヤ教の真実と虚像

小原克博・他著／PHP研究所／4-569-65577-7／

聖書（新共同訳） ／日本聖書協会／／

イスラーム P. タンディ著 （小杉泰訳）／ネコ・パブリッシング／4-7770-5050-5／

問いかける聖書と経済：経済と経済学を聖書に

よって読み解く

山本栄一著／関西学院大学出版会／978-4-862830050／

ヨハネ福音書 文学的解剖 A・カルペッパー著 （伊東寿泰訳）／日本キリスト教団出版局／978-4818405660／

太宰治と聖書 野原一夫／新潮社／4-103353074／

さんしゃハンドブック（入門編） 産業社会学部編／／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】　多言語観光サイト「京都観光学生・留学生ネット」の在り方の検討とコンテンツ作成

　京都歴史回廊協議会と連携して「京都観光学生・留学生ネット」（kkstnet.org)が立ち上げられている。本ゼミナールでは、外国人観光客のニー

ズを分析しながら、このサイトの在り方を検討し、そのコンテンツ作成を行っていく。京都歴史回廊協議会関係者、リーフ・パブリケーションズ（月

刊誌Ｌｅａｆ出版社）、京都観光の専門家（らくたびの山村氏）、そして留学生と連携し、真に社会に役立つ多言語サイトの構築を目指していく。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

別段なし

フィールド調査にかかわる基本文献に関して自学自習することを期待する。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (11)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

54739

①京都の魅力を発見するフィールドワークを通じて、既存メディアには無い学生らしい創造的な情報発信を目指す。

②京都歴史回廊協議会関係者、リーフ・パブリケーションズ、京都観光の専門家など多様なアクターとの連携力をつける。

③留学生とのコミュニケーションを通じて、文化や立場の違いを越えていく力をつける。

④著作権・肖像権の保護などに留意しつつ、社会に責任を持って、正確な情報を伝えていく力をつける。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

京都眼光学生・留学生ネット立ち上げの経緯

サイトの構造、既存コンテンツ

第２回

観光情報と外国人観光（ゲストスピーカー企画）

「らくたび」山村氏招聘

第３回

作成コンテンツの検討

ターゲットの設定、活動班の立ち上げ、活動計画の構想

第４回

京都歴史回廊協議会関係者との懇談会（ゲスト招聘企

画）

活動計画の外部評価の実施

第５回

フィールド調査の実施

インタビュー対象の決定

第６回

フィールド調査の実施

インタビューの実施

第７回

フィールド調査の実施

インタビューのまとめ

第８回

Ｌｅａｆ編集者との懇談会（ゲスト招聘企画）

外国人観光客向けの情報提供に関する助言

第９回

フィールド調査の実施

留学生とのコラボレーション

第１０回

フィールド調査の実施

留学生とのコラボレーション

第１１回

コンテンツの作成

ドラフトの作成

第１２回

コンテンツの作成

ドラフトの検討と書き直し

第１３回

コンテンツの作成

コンテンツの完成、報告レポートの作成

第１４回

歴史回廊協議会関係者、Ｌｅａｆ編集者を招いての報告会

（ゲスト招聘企画）

成果の報告と評価

第１５回

後のまとめ

全体活動報告書の作成
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教科書は使用しない。

参考書は、授業中に指示する。

授業中に指示する。

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

留学生の参加も、おおいに歓迎する。京都歴史回廊協議会のサイトならびにkkstnet.orgを、ぜひ、一度、ご覧ください。

授業外の活動を伴う演習となる。熱意ある学生の応募を期待する。

いかなる遠慮もいらない。親しく議論していきたい。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 担当したコンテンツの作成、および活動報告書の作成をもって、成果物とする。100 ％

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】　現代社会における働き方／生き方

　まずは現代社会とはいかなる時代かを社会学における現代社会論から学ぶ。具体的には欧米なら福祉社会から新自由主義社会（競争原理社

会）へ、そしてその後の社会（例えば「第３の道」「ワーク・フェア」を問題とする社会など）、日本なら企業社会から新自由主義社会（格差社会）、そ

して今の社会（何だろう？　災害／原発を問題とする社会か？）などの考察をする。

　その上でそういった現代社会にいる人々の、働くこと／生きることの当人がいだく意味（働きがい／生きがい）や人々の実態などを、今まで／今

／これからという変容を見つつ、その人々の環境や関わる制度／条件と併せて考察していく。

　とりわけゼミの各自が一番関心のある働き方／生き方を、理論的および実証的にそれぞれが考察して行きながら、ゼミ全体を通じた検討から

見たとき、現代社会の今まで／今とはどのような時代だったのかを探り、そしてとりわけこれからの時代を見通せれば、と期待する。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

適宜指摘する

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (12)

担当者名 /  Instructor 木田 融男

54738

＜ゼミの目標＞

・　現代とはどのような時代なのかを文献／資料などから考察する

・　現代の人々の労働と生活を、その主体的状況と客観的状態を，理論的および実証的に把捉する

・　ゼミの各自の個別的考察を、協同化し、総合化しつつ、現代社会とそこに生きる人々を全体として把捉する

・　その考察を通じて、これからの未来を見通す
 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

現代社会における働き方/生き方

ゼミの概要　授業の進め方の説明

第２回

１クール−１：文献／資料を通じて現代社会論を考察する

（グループ報告と討議）

第３回

１−２：文献／資料を通じて現代社会論を考察する（グ

ループ報告と討議）

第４回

１−３：文献／資料を通じて現代社会論を考察する（グ

ループ報告と討議）

第５回

１−４：文献／資料を通じて現代社会論を考察する（グ

ループ報告と討議）

第６回

２クール：文献／資料を通じて現代の人々の働き方／生

き方を考察する（グループ報告と討議）

第７回

２−２：文献／資料を通じて現代の人々の働き方／生き方

を考察する（グループ報告と討議）

議）

第８回

２−３：文献／資料を通じて現代の人々の働き方／生き方

を考察する（グループ報告と討

第９回

２−４：文献／資料を通じて現代の人々の働き方／生き方

を考察する（グループ報告と討議）

第10回

２−５：文献／資料を通じて現代の人々の働き方／生き方

を考察する（グループ報告と討議）
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ゼミで読解するテキストについては、ゼミテーマにふさわしい何冊か（あるいは文献以外の媒体）を教員／ゼミ生で出し合い、そこから選択す

るような形をとりたい

上記参照

グループ報告および個人報告、そしてゼミ討議

必要ならば研究などにかかわって、教員との個人（あるいはグループ）面談／討議

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

ゼミでのコミュニケーションを活性化する授業外での行事なども、ゼミ生間で企画して行なってもらいたい

各自の現代社会および労働／生活の行為を見るまなざしが試されるので，文献や資料以外のさまざまな媒体に目をやっていただきたい

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11回

３クール：個人報告＝理論と実証（資料の場合、簡単な調

査の場合など）を通じて、各自が関心をもっている現代の

人々の働き方／生き方を考察する（個人報告と討議）

第12回

３−２：個人報告＝理論と実証（資料の場合、簡単な調査

の場合など）を通じて、各自が関心をもっている現代の

人々の働き方／生き方を考察する（個人報告と討議）

第13回

３−３：個人報告＝理論と実証（資料の場合、簡単な調査

の場合など）を通じて、各自が関心をもっている現代の

人々の働き方／生き方を考察する（個人報告と討議）

第14回

３−４：個人報告＝理論と実証（資料の場合、簡単な調査

の場合など）を通じて、各自が関心をもっている現代の

人々の働き方／生き方を考察する（個人報告と討議）

第15回

３−２：個人報告＝理論と実証（資料の場合、簡単な調査

の場合など）を通じて、各自が関心をもっている現代の

人々の働き方／生き方を考察する（個人報告と討議）

および各自の研究成果を示すレポート作成の準備をする

（期限までにレポート作成）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 ・　ゼミでの研究を元に、個人（またはグループ）でレポート作成40 ％

平常点評価 ・　グループおよび個人による報告と討議

・　ゼミへの出席およびゼミ催しへの関与

60 ％

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】アクティブ・ラーニングの探究

アクティブ・ラーニングとは学生の活動を中心に組み立てられた授業のことで、伝統的な旧来の講義形式に対して1980年代のアメリカで始まった

双方向型の授業方法で、大学授業のパラダイムの転換とも言われています。

かつて、ブラジルの教育学者のパウロ・フレイレは旧来の授業を学生の口座に知識を貯め込んで必要なときに引き出す教育法だとして銀行型学

習と呼びました。しかし、そのような学習法は現代のように膨大な情報の中で何が正しいのか、何をどうすればよいのかを考えるときには役に立

たないということから、学生が自ら知識や情報を整理し、分析し、解決法を考えるような、学生の主体的・能動的な学習法が提案され、アメリカを

始め各国で実践されてきました。

ところが日本では皆さんが受けている授業でもわかる通り、いまだに知識伝授型、一方通行型、銀行型の学習法が主流です。

この教養ゼミでは、自分たちの受けてきた授業を振り返りながら、銀行型学習とアクティブ・ラーニングの違いについて理解したうえで、学生に

とって「役に立つ授業」「ためになる授業」「おもしろい授業」とは何かを考えたいと思います。

さらに、このゼミに来る学生には、このゼミを通して「生徒」と「学生」の違いを理解し、大学生らしい学生生活を送ってほしいと願っています。ま

た、教養ゼミは学部・回生を超えた知の交流ができる貴重な機会です。このゼミも学生が主役のそれこそアクティブ・ラーニングで楽しくやりたい

と思います。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

特にありません。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (13)

担当者名 /  Instructor 木野 茂

54737

・アクティブ・ラーニングの意義を理解できる。

・自分で考える力をつける。

・自分の意見を持つことができるようになる。

・自分の意見を他の人に理解できるように伝える力をつける。

・他の人の意見を理解する力をつける。

・コミュニケーションに関する力をつける。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

・アイスブレイク＆自己紹介（ゼミでは、まずは仲良くなる

ことが大事です。）　

・ゼミの進め方　・Webコースツールの利用について

第2回

・これまでに受けた授業の中から「これは何とかしてほし

いと思った授業」を一つ挙げ、その理由を自由に語り合い

ます。（これ以降、このゼミでは、グループに分けた話し合

いと全体での報告討議を適宜組み合わせて行います。）

第3回

・これまでに受けた授業の中から「一番よかったと思う授

業」を一つ挙げ、その理由を自由に語り合います。

・大学授業序論（戦後の新制大学が大衆化段階を経て

ユニバーサル段階を迎えるなかで、日本の大学も1991

年以後、大きな変革期に入ったことを理解してくださ

い。）

第4回

・アクティブ・ラーニング序論（アメリカで始まったアクティ

ブ・ラーニングと日本の大学授業の現状を比較し、大学

授業のパラダイム転換について考えます。）

・生徒と学生の違いについて意見交換し、大学での学び

方を考えます。

第5回

・第1回アクティブ・ラーニングの事例研究：グループワー

ク（グループでハーバード白熱教室や国内の学生主体型

授業事例の中から一つを選び、アクティブ・ラーニングの

要素・条件・手法・達成目標などを分析します。）
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・ゼミですから、出席が前提です。やむを得ず欠席するときは事前に連絡することと事後のフォローに努力するよう心がけてください。

なし。必要に応じて授業用プリントを作ります。

必要に応じてゼミで紹介します。

・図書館やインターネットを利用して、ゼミで必要な情報を積極的に収集してください。

・収集した情報をゼミで発表するために、レジュメや図表を作成するのに慣れてください。

・グループワークの際はメンバーの間でよく連絡を取り合いながら進めてください。

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

・おもしろい授業を探している人、今の授業に飽き足りない人、大学で何をすべきか迷っている人などは、ぜひどうぞ。

・教養ゼミは学部・回生を超えたクラス編成が特徴です。何より学部・回生を超えた交流を楽しんでください。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

第6回

・第1回アクティブ・ラーニングの事例研究：グループ発表

＆全体討論（各グループから授業の紹介とアクティブ・

ラーニングの観点からの授業分析を発表してもらい、全

体で意見交換します。）

第7回

・第2回アクティブ・ラーニングの事例研究：グループワー

ク（別の事例をもう一つ選び、第1回と同じ要領で行いま

す。）

第8回

・第2回アクティブ・ラーニングの事例研究：グループ発表

＆全体討論（第1回と同じ要領で行います。）

第9回

・自分が受けた授業の中からアクティブ・ラーニングを活

用して改善できると思う授業を挙げ、その理由を紹介して

もらいます。

・候補になった授業を種類や性格からグループ分けしま

す。

第10回

・授業改善プラン作りの第1回グループワーク：グループ

ごとに各自の改善対象授業の概要と改善すべき点およ

び改善案を紹介し合い、意見交換します。

第11回

・授業改善プラン作りの第2回グループワーク：各自、前

回のグループワークを参考に授業改善プランを作ってき

て、グループ内でお互いにブラッシュアップします。

第12～14回

・各自の授業改善プランをレジュメにして発表し、全員で

討論します。司会やタイムキーパー、書記はゼミ生が交

代で担当します。

第15回

・ゼミを振り返って

・ゼミ論集について（コースツールでのディスカッションと

各自の授業改善プランなどをまとめ、この授業の記録を

ゼミ論集にしたいと思います。）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ゼミへの積極的参加度（単なる出席ではなく、ゼミでの発表やディスカッションへの参加、コース

ツールやメールの活用など）を総合的に評価します。:70% 

授業改善プランを、独創性、調査力、まとめ方、考察力で総合的に評価します。:30%

100 ％
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履修者数の上限は20名とします。

skino@fc.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【クラステーマ】　京都の交通と持続可能なまちづくり（ワークショップ方式による）

クルマ社会偏重の現状を変え、ひとと環境にやさしいまちづくりを行うにあたって、京都の交通をどのように変えていったらよいかワークショップ形

式で具体的に取り上げたい。ゲストスピーカーの講義もおこなう。

世界の都市交通とまちづくりの現状と解決方向、カーシェアリングの動向、公共レンタサイクルシステムのヨーロッパの動向等を講義の中で学び

つつ、サステイナブル・コミュニティ（いつまでも住みつづけられるまち）づくりの実現に交通をどのようにしていくかを、ワークショップ方式を取り入

れて考える。班に分かれてアイデアをブレーン・ストーミングで出し、ＫＪ法を使って整理し、プレゼンテーションしあう。

　

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (14)

担当者名 /  Instructor 土居 靖範

54736

問題点を発見する能力と解決する能力を　集団のなかで討議し発表することで切磋琢磨し身につける

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

授業ガイダンス　自己紹介　衣笠キャンパスまでの通学

手段とその問題点の紹介

2

交通でどこが問題か　ウオッチングに出かける

3

京都の交通の問題点と改善について発表

4

駐輪問題、市バス問題　等　具体的に取り上げ、討論す

る

5

「交通改善策のプレゼンテーション」

6

「交通改善策のプレゼンテーション」（続き）

7

世界の交通まちづくりの状況

8

ゲストスピーカー講義「日本の自治体の交通政策」　

9

ゲストスピーカー講義「カーシェアリング」

10

ゲストスピーカー講義「アメリカ合衆国ポートランドの交通

まちづくり」

11

「まちづくり会社を作って、『ＬＲＴを導入する』、『公共レン

タサイクルシステムを作る』、『カーシェアリングシステムを

作る』

12

「まちづくり会社を作って、『ＬＲＴを導入する』、『公共レン

タサイクルシステムを作る』、『カーシェアリングシステムを

作る』」（作業続き）

13

まちづくり会社を作って、『公共レンタサイクルシステムを

作る』、『カーシェアリングシステムを作る』（作業続き）

14

事業企画書の発表会
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授業内で指示する

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

メール・アドレスはdoi＠ba.ritsumei.ac.jp　です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

15

事業企画書の発表会（続き）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出欠席状況、プレゼンテーション　および　日常レポートで評価します。おおよその配分は

２０％、４０％

４０％　です。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『交通政策の未来戦略　―まちづくりと交通権保

障とで脱「クルマ社会」の実現を－』

土居　靖範／文理閣／978-4-89259-536-3／

LRTが京都を救う 土居靖範・近藤宏一・榎田基明／つむぎ出版／／

進展する交通ターミナル 柴田悦子・土居靖範他／成山堂書店／978-4-425-92761-6／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】 通訳者の仕事と語学トレーニング法

グローバル化社会が進み、世界はますます小さくなり、政治、経済、文化、芸術、スポーツなど、あらゆる分野で文化の異なる人々との交流が

日々行われるようになってきている。そんな時代の中で、黒子として国際化を支えているのが通訳者たちであると思う。

本講義では通訳者とは何か、どんな仕事をしているのか、どうしたら通訳者になれるのか、プロの通訳者の語学学習法などのテーマに沿って、

通訳という作業を理解し、通訳者になるためにどんな訓練と知識が必要かについて概観的に理解し、学習する。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

第１回目の授業で提示する

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (16)

担当者名 /  Instructor 吉田 慶子

54734

・通訳翻訳としての仕事内容と職業倫理の理解

・通訳翻訳者になるためのトレーニング法を実践的に学習する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

通訳翻訳とは何か

2

通訳翻訳業務の内容について

3

通訳訓練法の紹介と体験Ⅰ

4

通訳訓練法の紹介と体験Ⅱ

5

通訳訓練法の紹介と体験Ⅲ

6

観光・案内通訳

7

コミュニティー通訳について

8

ビジネス通訳とは

9

司法通訳と翻訳

10

逐次通訳とは何か

11

ウィスパリングと同時通訳を体験

12

ビデオを通じて通訳実務について考え、解説Ⅰ

13

ビデオを通じて通訳実務について考え、解説Ⅱ

14

通訳現場の見学

15

通訳現場の見学

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①テーマ毎にグループ分けし、定期的に報告、発表を行う。100 ％
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教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

講義の進度に合わせ、随時指示する。

授業内のコミュニケーションとアンケートなど

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

②自分の も関心のある課題について、さらに研究調査し、報告レポートにまとめる。

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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【Topic】　Seminar on International Trade and Business

This is a Liberal Arts Seminar Course on International Trade and Business designed to undergraduate students. All first year and above 

undergraduate students are eligible to sign up this 2 credits course. 

The seminar course on international trade and business is important for a number of reasons. First, international trade and business is the 

propelling force of globalization. Second, it is one of the key components of international relations and cooperation. Third, it is one of the 

important engines of growth, development, and employment. Fourth, it is the driving force behind the spectacular progress in the fields of 

technology, communication, and human resources development. The case of Asia is at the forefront. With its 27 percent of global GDP, Asia is 

moving towards achieving 51 percent of global GDP by 2050; especially led by Japan, China, India, Indonesia, Korea, Malaysia, and Thailand. 

This course aims to introduce the basic concepts, importance, and trends of international trade and business through the modality of seminar 

focusing both at the global level and Asia as well. International trade and business is built up primarily on public policy on the one hand and 

private regulatory environment on the other hand. This course will provide opportunity to students to research and deliver a presentation in 

class focusing on international trade, business, and negotiations under the WTO along with domestic and regional developments. 

In class, the instructor will give a presentation on the basic concepts and will encourage students to carry out research individually and in-

group on various topics covered by this course. Students will have an opportunity to learn research skill, prepare research paper, and deliver a 

presentation in class. The class will be organized in a seminar modality.

※You must register for Liberal Arts Seminars in advance.

Apply online during the pre-registration period and pre-register by filling in the necessary information (student ID, name, reason for applying).

The seminar instructor will evaluate the applications and select the students that will take the seminar. 

＜Liberal Arts Seminar Link＞

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm 

＜Pre-registration Period＞

Mar. 22 (Thu.) 10:00 A.M. – Apr. 9 (Mon.) 1:00 P.M.

This course requires no background in economics or other social sciences to sign it up.

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (17)

担当者名 /  Instructor BHANDARI SURENDRA R.

54733

Upon satisfactory completion of this course, students will be able to: 

• To learn how to carry out research, how to prepare a paper, and how to deliver a presentation

• Have experience of organizing a seminar including the experience of chairing a seminar

• Understand the basic concept, importance and trend of international trade and business in the context of globalization and international 

relations 

• Understand the state and dynamics of international trade and business in Asia

• Understand different models of trade and business theories

• Develop a critical thinking and analysis about the international trade, business and globalization

• Apply the knowledge and information gained through this course for their future career across the globe wherever they would engage in their 

profession

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

The Importance of International Trade and Business

What is international trade? What is international 

business? Why are they important?

2

Trade and International Relation

International trade, international relations, international 

cooperation

3

The Origination and development of GATT

GATT, trade negotiations, and the establishment of the 

WTO

4

The World Trade Organization (WTO)

Origination, objectives and the role of WTO

5

Doha Round Trade Negotiations

What is Doha Round? Why is it important?

6

Multilateralism

What is multilateralism? Why is it important?

7

Regionalism

What is regionalism? Why is it important?

8

WTO Dispute Settlement System

What is the dispute settlement system? How does it 

operate?
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The Instructor will follow the instructions given by Ritsumeikan University regarding Grading and Evaluation. The above-mentioned Grading 

Criteria and Method of Evaluation are subject to necessary changes or modifications to comply with the rules and regulations of the 

University.

Handouts to be provided by the Instructor will cover most of the course contents.

Students are expected to read the handouts, relevant chapters of the textbook and other materials referred by the instructor while preparing a 

presentation and participation in seminar discussion. The class will be organized in a seminar model. Each student will have an opportunity to 

prepare and deliver a power-point presentation in class for 15-20 minutes followed by a class discussion with questions and answers for 

another 30 minutes. In each class one or two students will deliver a presentation, subject to the size of the class. The instructor will explain 

about the concept and research ideas a week in advance to guide the student presenters in developing a paper and delivering a presentation.

This course encourages students to be familiar with research and presentation skills. A good presentation requires a thorough research and 

careful study of the concepts associated with the topic, contemporary dynamics, and possible future trends. The instructor will provide 

handouts, refers to the necessary reading materials, and highlights on research tools in advance. Students are expected to develop their 

presentations and seminar papers using those materials suggested by the instructor. Students can collect and study wider ranges of materials 

on their own to support their studies, papers, and presentations. Plagiarism will be strongly discouraged.

Use library, journals particularly online journals, and web research for better acquaintance with the course and seminar topics.

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

9

Special and Differential Treatment

What is special and differential treatment? Is it 

necessary?

10

Agriculture Issue

What are agriculture issues? Why are these issues 

important?

11

Multinational Corporations

What are multinational corporations? What is their role 

for trade and business?

12

International Business

What is international business? Why is it important?

13

Settlement of International Business Disputes

What are international business disputes? How are they 

settled?

14

Asia’s Role in International Business

International business and Asia, Japan, China, India, 

Indonesia, Malaysia, Thailand, and other Asian 

countries 

15

Future Dynamics of International Trade and Business

Trends, Problems, Possibilities, and Future Dynamics

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Grades

A+ = Above 90 % marks

A = 80 - 89 % marks

B = 70 - 79% marks

C = 60 - 69% marks

F = Below 59% marks

Class Attendance = 20%

Participation in class = 30%

Research and Presentation in Class: 50%

 •Students’ performance and grade will be evaluated based on class attendance, participation, 

research and a presentation in the seminar. There will be no mid-term or final exam. 

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Handouts Surendra Bhandari／／／

International Trade Law: Interdisciplinary 

Theory and Practice

Raj Bhala／Lexis Nexis, 2007／／

International Business Law  3.Ray A. August, Don Mayer, & Michael Bixby／Prentice Hall, 5th ed., 2008／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

The World Trade Organization and the 

Developing Countries

Surendra Bhandari／Deep & Deep Publication, India 2002／／
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Liberal Arts Seminar Link：http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

 1.The World Trade Organization: http://www.wto.org . 

 2.International Chambers of Commerce: http://www.iccwbo.org . 

 3.The United Nations:  http://www.un.org . 

 4.The UNCTAD:  http://www.unctad.org . 

 5.ESCAP:  http://www.unescap.org/ .

 6.World Bank:  http://www.worldbank.org . 

 7.IMF:  http://www.imf.org . 

 8.DESA:  http://www.un.org/en/development/desa/index.html . 

Study aids will be available on the class web page or on the blackboard. Students are welcomed to consult the instructor without prior 

appointment immediately after class. All other days, during the office hours, students are encouraged to consult the instructor with prior 

appointment. Appointment can be fixed either by email surendra@fc.ritsumei.ac.jp or by telephone 075 466 3734.

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

Modern GATT Law Raj Bhala／Lexis Nexis, 2005／／

International Business Law and Its Environment  3.Richard Schaffer & et. al.,／South-Western College/West; 8 edition (January 26, 

2011).／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other



2012 年度シラバス立命館大学

■　文社系学部学生を対象に、高校までに学習した数学と大学で用いる数学の懸橋となるような内容を講義・演習します。数学の有用性を少し

でも理解できるよう出来るだけ具体的な事象を取り上げます。

■　高校で数学Ⅰ・A・Ⅱまでしか学習をしていない受講者もいることを考慮して、高校数学の内容も含めます。　

■  これからの知識基盤社会においては、どのような分野の仕事に就くにせよ数学の基本的概念の理解・活用能力は不可欠です。そのために

は、数学は与えられた問題を解く教科であるという認識から、自然・社会現象を分析する一つの手段であるという認識への転換が必要であり、受

講者がそのことを少しでも理解することを期待します。

なお、

■　この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）で開講し、立命館大学キャンパスでの開講ではありません。

■　キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なるので、必ず確認するようにしてください。

■　履修登録の際には、キャンパスプラザ京都までの移動時間を考慮してください。

高校の教科書或いは参考書の当該単元を読んでおいてぃださお。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（総合） (Z5)

担当者名 /  Instructor 岡 毅

17685

「集合論」､「場合の数と確率・統計」、｢指数関数と対数関数」､｢微分法・積分法」、「行列」の各分野について、基本的概念を理解し、活用できる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

イントロダクション　　集合論（１）　

数学知識の確認　　物を数えるとは？　　有限集合　　

２

集合論（２）

無限集合　　写像

３

集合論（３）

濃度

４

場合の数と確率・統計（１）

場合の数　　順列　　組み合わせ

５

場合の数と確率・統計（２）

試行　　事象　　確率　　条件付き確率　　期待値

６

場合の数と確率・統計（３）

確率分布　　正規分布

７

指数関数と対数関数（１）

指数法則　　指数の拡張　　指数関数

８

指数関数と対数関数（２）

対数計算　　対数関数

９

指数関数と対数関数（３）

常用対数

１０

微分法と積分法（１）

微分係数　　導関数　　微分法の公式　　関数の増減

１１

微分法・積分法（２）

曲線の接線　　定積分　　不定積分

１２

微分法・積分法（３）

面積　　体積

１３

行列（１）

行列の定義　　行列の演算　　

１４

行列（２）

正方行列　　逆行列　　

１５

行列（３）

行列の応用（２次、３次正方行列を中心に）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的な問題により、授業内容の理解と定着状況を測る。40 ％
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プリントを配付。

講義を単に聞くだけではなく、自ら頭と手を使って復習することが大切です。受講者同士での相談、教え合いも積極的に行い理解を深めてくださ

い。

メールアドレス：taoka08@fc.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 次の点を中心に総合的に評価する。

・毎授業毎に実施する簡単な小テスト

・出席状況

60 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

こんなに役立つ数学入門 広田照幸/川西琢也編／筑摩書房／9784480063588／ちくま新書

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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■この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）で開講し、立命館大学では開講しません。

■キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なりますので、必ず確認するようにしてください。

■履修の際は、キャンパスプラザ京都までの移動時間も考慮するよう注意してください。

----------------------------------------------------

数と幾何を素材とした数学入門。我々の日常生活の中のさまざまなところに数学が潜んでいる。また、美と結びついて自然界に現れている。本

講義では、身の回りに潜在する数学、日常に役立つ数学、および自然界に現れる数学について解説する。

特になし。

毎回、授業のテーマについて意見を出し合い、授業内容のコメントを求める。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（総合） (Z7) § 特殊講義（基礎）１ (Z7)

担当者名 /  Instructor 浜畑 芳紀

17695

1. 数と幾何の初等的理論を習得する。

2. 身の回りに潜む数学に気がつく。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

modの数学（１）

合同式

第２回

modの数学（２）

合同式

第３回

数の原子：素数（１）

第４回

数の原子：素数（２）

第５回

暗号理論（１）

第６回

暗号理論（２）

第７回

無理数と背理法

第８回

パスカルの三角形

第９回

フィボナッチ数列

第１０回

黄金比

第１１回

有限体

第１２回

バーコードの数学

符号理論

第１３回

トポロジー（１）

正多面体

第１４回

トポロジー（２）

コーヒーカップとドーナツ

第１５回

トポロジー（３）

ケー二ヒスベルグの橋

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席状況は成績に加味する。毎回提出するコメント、小レポート、および 終レポートなどで評

価する。

100 ％
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授業中に適宜指示する。

授業中に適宜指示する。

毎回授業に出席して、興味をもったテーマについて関連する本を読んで理解を深めることを希望する。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

はじめての数論 ジョセフ・Ｈ・シルヴァーマン／ピアソン・エデュケーション／978－4－89471－492－2／

トポロジー集中講義 佐久間一浩／培風館／978－4－563－00365－4／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　本講義は、日本の行政について、一般的に常識として備えておくことが望ましい「国の仕組み」、それとそれぞれの組織の 近の政策課題につ

き、基礎的な知識・知見を養うものとして開講する。

　各回のテーマに沿って中央省庁から、中堅幹部行政官の方々をゲストスピーカーとして招き、各省庁がどのような役割を果たし、また、現在は

どのような行政課題があり、どのような政策を考えているのかを、実際に仕事に就いている人たちから語ってもらう。また、その中で、仕事に携わ

る人が備えていることが望ましい力とその力が要請される所以を、日常の業務体験を通じて語ってもらう。各回の具体的語り手は各省庁の中堅

幹部行政官であり、日本の行政組織の在り方と政策課題を常に念頭に置きながら各自の職務を考えている人たちである。従って、この講義全体

を通じて、受講生が総合的に日本の行政組織全般を見渡して正確な国の行政についての認識と問題意識を構築することを目指している。

　これらを通して、大学生として身につけることとが相応しい教養を養う科目として開講する。

　この講義は、必ずしも公務員・公務従事者といった具体的な進路選択との直接的な関わりを念頭においたものではないが、今の時点で考える

将来進路において国家ないし地方の公務員関係を念頭に置いている者は奮って受講してくれることが望ましい。

※受講特許可発表中　http://www.ritsumei.jp/liberal/index_j.html

受講を許可された学生のみ、受講できます。

※この授業は予備登録科目です（予備登録期間：3月22日（木）～4月6日（金）11:00まで）

　予備登録用HPアドレス→　http://www.ritsumei.jp/liberal/index_j.html

※１・２回生のみを対象としています

※京都衣笠の教室と、BKCの教室の2地点を結んだリアルタイムの遠隔授業です（衣笠で実施しBKCへ配信）

　事前の予備知識は特に必要はないが、受講の過程において、高校卒業までに既に身につけている社会や理科の領域についての総合的知識

の意味をもう一度よく確認することが望ましい。そして受講後は、広く公共政策を論じるために必要な知見がどんなものであるのかを主体的に関

連づけて他の教養科目や学部専門科目を履修することが望ましい。

単位数 /  Credit 2

ヴィジョン形成特殊講義（国の行政組織） (P) § 特殊講義（国の行政組織） (GA) § 特殊講義（基

礎）Ⅰ（国の行政組織） (GA) § 特殊講義（基礎）１（国の行政組織） (GA) § 特殊講義（基礎）（国の

行政組織） (GA) § 特殊講義（教養Ｅ）Ⅰ（国の行政組織） (T)

担当者名 /  Instructor 今仲 康之

12491

・国の行政組織全体に関する高い見識が養える

・各省庁の政策課題と今後の展望について理解できる

・大学で「何をどのような問題意識から学ぶことが重要であるか」を考えるための見識を養える

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

本講義を受けるにあたって、この授業の目的と到達目標

について、説明する。

国の行政組織について

２

外務省

外交政策の 近の課題と外交官のあり方

３

総務省

地方自治に関する 近の課題と地方行財政のあり方

４

警察庁

国内の治安確保に関する 近の課題と警察行政のあり

方

５

経済産業省

近の景気低迷の原因とこれからの日本の産業のあり

方

６

国土交通省

我国の国土構造のあり方と社会資本の整備の進め方

７

文部科学省

人づくりのあり方と科学技術の進歩への対応

８

財務省

財政に関する 近の課題と日本財政のあり方

９

環境省

地球環境問題へのこれからの対応

１０

農林水産省

食料の自給率向上とこれからの農林水産行政のあり方

１１

法務省

出入国管理と外国人受け入れ政策
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・特にありませんが、各府省庁から出ている白書などが、参考になります。

・適宜、授業において紹介します

・日々、新聞に目を通す習慣をつけておくこと

・毎回、インターネットのホームページなどで、事前に関係する各省庁について調べておくこと

・http://www.e-gov.go.jp/link/index.html

　各府省庁・独立行政法人等（府省別）等のホームページに案内してくれるリンクサイトです

　授業の前に関連する各機関のサイトをチェックすること

・授業スケジュールについて、都合により、招聘省庁やテーマを変更する場合があります

・この授業は、京都衣笠の教室と、BKCの教室の2地点を結んだリアルタイムの遠隔授業です（衣笠で実施しBKCへ配信）

・受講生自身の問題関心・意欲が重要であり、授業においては質疑応答の時間を設けるので、受講生の積極的な参加を求めたい

・いうまでもなく授業に際して、私語・飲食等は、禁止です

・小レポート

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

１２

人事院

国家公務員制度と公務員の果たすべき役割

１３

防衛省

日本を取り巻く安全保障上の課題と防衛政策のあり方

１４

内閣府

内閣府における 近の課題と重要政策の取りまとめの

あり方

１５

厚生労働省

子ども手当、年金のあり方など少子、高齢化への対応

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験により、講義全体の理解度を、評価する。60 ％

平常点評価 それぞれの講義について、小レポートの提出により、その理解度を評価する。40 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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茶道は現在、日本を代表する伝統文化として世界中に知られるようになった。しかし、一般的には未だ、礼儀作法のための稽古事という感覚でと

らえる人が多い。それは茶の湯の本質と全く違った見方と言える。茶道に礼儀作法の要素が全くないとは言わないが、その本質は日本を代表す

る総合的な文化体系であると言えよう。その総合性とは、哲学的な要素などを含む点にある。

　茶が日本に伝来して以来1000年以上も経過しているが、伝来した当初から文化性を備えていたわけではない。本講では、照葉樹文化を代表す

る嗜好飲料である茶を通して、その文化性の特色を探るとともに、わが国の飲料として伝来した茶が、日本独自の文化性を備えた茶道へと変遷

していく過程を明らかにしていきたい。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（茶道文化史） (GA) § 特殊講義（基礎）Ⅰ（茶道文化史） (GA) § ヴィジョン形成特殊講

義（茶道文化史） (GA) § 特殊講義（教養Ｅ）Ⅰ（茶道文化史） (T)

担当者名 /  Instructor 千 玄室

20464

茶道を通じて日本文化を理解する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回（9/10） 

講義

総論～茶の精神

第2回（9/10） 

千玄室客員教授　特別講義

「茶の文化」

第3回（9/10） 

実技

『茶事』解説①

第4回（9/10） 

実技

今日庵茶室見学 露地の扱い　ぞうり・蹲踞・躙口

第5回（9/11） 

講義

茶の伝来～団茶、抹茶、煎茶～

第6回（9/11）

講義

鎌倉時代の喫茶文化

第7回（9/11）

実技

『茶事』解説②

第8回（9/11） 

実技

薄茶Ｄｅｍｏ　干菓子の頂き方

第9回（9/12）

講義

書院飾りと喫茶

第10回（9/12）

講義

わび茶の誕生

第11回（9/12）

実技

薄茶の頂き方

第12回（9/12）

実技

濃茶Ｄｅｍｏ　主菓子縁高の扱い

第13回（9/13）

講義

利休の美意識

第14回（9/13）

講義

茶道の展開

第15回（9/13）

実技

濃茶を頂き方

第16回（9/13）

実技

薄茶を点る

第17回（9/14） 

講義

喫茶と茶道具①

第18回（9/14） 

講義

喫茶と茶道具②

第19回（9/14） 

実技

花を入れる
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学外での授業となりますので、社会人としての一般的なマナーや儀礼を身につけること。

＊授業は裏千家学園(京都市上京区）で行います。（一部講義が立命館大学（衣笠）で行われる場合があります）

集合場所等の詳細については、7月上旬に各学部掲示板で改めて案内しますので、必ず確認してください。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第20回（9/14）

実技

薄茶を点る

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 レポート　 終講義日に課題提示します。提出されたレポート内容を評価します。50 ％

平常点評価 講義と実技への参加態度をもとに評価します。50 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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■この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）で開講し、立命館大学では開講しません。

■キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なりますので、必ず確認するようにしてください。

■履修の際は、キャンパスプラザ京都までの移動時間も考慮するよう注意してください。

----------------------------------------------------

「犯罪学入門」を内容とする。

　現代社会において多くの関心が寄せられている犯罪という社会現象を対象として，その客観的で正確な認識，その原因あるいは促進要因，そ

の防止と犯罪者の矯正および再社会化に有効な手段について，多様な側面から検討を行なう。

刑事法関係の科目

教科書および授業中に参照を指示する文献をはじめとして，できるだけ多くの関係する資料を参照し，読み込むことを期待する。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（総合） (Z1) § 特殊講義（基礎）１ (Z1) § 特殊講義（自由選択）Ⅱ (Z1) § 特殊講義（教

養Ｅ）Ⅰ (Z1)

担当者名 /  Instructor 上田 寛

13457

犯罪について，一般的・表面的に興味を持つだけでなく，学問的な検討対象として，とりわけ刑法および刑事訴訟法における犯罪の捉え方とは

異なる，具体的な社会現象として理解し，その発生とコントロール，原因と対策についての基本的な理解をめざす。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

開講にあたって ─わが国の犯罪現象─

犯罪と社会不安の実態，犯罪学という学問の性格・内

容

2

犯罪の原因，人の生物学的要素と犯罪

犯罪の原因についての考え方，性差・年齢と犯罪，体系

と犯罪，遺伝と犯罪

3

精神障害と犯罪

精神障害とは，統合失調症と犯罪，躁鬱病・てんかんと

犯罪，中毒性精神病と犯罪，知的障害と犯罪，精神病

質・人格障害と犯罪

4

環境と犯罪

人と外界との関係，自然環境と犯罪，経済的諸条件と

犯罪，都市化と犯罪

5

環境と犯罪（続き）

地域社会，学校と犯罪，家庭と犯罪，マスメディアと犯

罪

6

犯罪の対策システム

社会の防犯システム，警察，検察庁・裁判所，刑罰と保

安処分

7

刑罰制度

死刑，身体刑，名誉刑，自由刑，財産刑

8

犯罪者の処遇

施設内処遇と社会内処遇

9

犯罪学の成立と発展

犯罪学理論，犯罪生物学派，犯罪社会学派，多元因子

理論

10

アメリカ犯罪社会学の展開，犯罪学の新しい動向

文化学習理論，緊張理論，統制理論，ラベリング論，

ニュー・クリミノロジーの展開，アボリショニズムの登場

11

犯罪の予防

犯罪予防論の課題，早期予測と再犯予測，性犯罪者の

再犯防止策，社会の組織化と警察活動，CPTED，割れ

窓理論

12

被害者の保護

被害者学の展開，被害者補償制度，被害者の保護に向

けられた諸施策

13

現代社会に特有の犯罪現象とその対策（1）

少年非行の諸問題

14

現代社会に特有の犯罪現象とその対策（2）

暴力団の犯罪，犯罪としての薬物濫用

15

現代社会に特有の犯罪現象とその対策（3）

「ハイテク犯罪」，国際組織犯罪
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法務総合研究所　http://www.moj.go.jp/HOUSO/

警察庁　http://www.npa.go.jp/

担当者の MailAddress：uedakan@law.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 90 ％

平常点評価 10 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 犯罪学講義 ［第2版］   上田　寛／成文堂  ／978-4-7923-1779-9／

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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■この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）で開講し、立命館大学では開講しません。

■キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なりますので、必ず確認するようにしてください。

■履修の際は、キャンパスプラザ京都までの移動時間も考慮するよう注意してください。

----------------------------------------------------

【比較教育入門】

今日のさまざまな教育問題について、日本の実態を諸外国と比較しながら考察する。主にとりあげるテーマは国際比較の意義、世界の教育改

革、教育の国際化、宗教と学校、ニューカマーと学校教育、多文化教育と公教育などである。これらの考察を通して、国際的な視点から日本の教

育の特徴や課題を理解するとともに、国際化時代における教育のあり方を考える。

とくになし。

・各回の授業は特定の論文等の紹介を中心に行うので、事前に読んでおくことが望ましい。第１回目の授業時に論文名等を記載したシラバスを

配布する。

・第９回目の授業時に、日本の教育の改革課題に関する小レポート（約40分）の作成を課するので、自分の目からみて も重要と思われる日本

の教育の改革課題について執筆できるように、事前に準備しておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（総合） (Z2) § 特殊講義（基礎）１ (Z2) § 特殊講義（自由選択）Ⅱ (Z2) § 特殊講義（教

養Ｅ）Ⅰ (Z2)

担当者名 /  Instructor 江原 武一

17676

・国際的な視点から教育の諸問題を考えるための基本的な方法や用語を理解し、活用することができる（知識）。

・自分自身の個人的な教育経験を相対化し、日本の教育のあり方を幅広い視点から論じることができる（価値観・思考）。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回目

イントロダクション：国際比較の意義

ガイダンス、授業の到達目標・進め方・成績評価方法な

ど、各回の授業概要

第２回目 

「学力」神話を超えて

生徒の学習到達度調査（PISA）、学校改革、問題解決

能力、ゆとり世代

第３回目

大学生の基礎学力

大学生の学力低下、高学歴化と少子化、大学教育の改

革、高大連携

第４回目

世界の教育改革の動向

社会のグローバル化、「小さな政府」、情報技術革新、

アカウンタビリティ（説明責任）、学校評価

第５回目

日本の教育のゆくえ

教育改革、中央教育審議会、教育、子育て、学力観、生

涯学習社会

第６回目

アメリカ―地方分権制・多様性・学校選択

地方分権制、多様性、学校選択、チャータースクール、

学校の自律性

第７回目

イギリス―多元的社会・参加・アカウンタビリティ

多元的社会、公費維持学校、全国共通教育課程、参

加、アカウンタビリティ（説明責任）

第８回目

中　国―高学歴化・科教興国・素質教育

高学歴化、科教興国、資源の重点配分、受益者負担、

素質教育

第９回目

中間的考察：まとめと討論

教育の国際比較、教育改革、国民国家、学校教育、多

文化主義

第10回目

国際化と教育

教育の国際化、国際人、国際理解教育、日本語教育、

在日外国人教育

第11回目 

宗教と学校

公教育、多文化社会、価値教育、宗教教育、宗教学習

第12回目

ニューカマーと学校教育

ニューカマー、日本社会、学校文化、「違い」への対処、

「見る」アプローチ

第13～14回目 

多文化教育と公教育

多文化教育、エスニシティ（民族性）、公教育、多文化主

義、公民権運動

第15回目

確認テスト（60分）と解説（30分）
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とくに指定しないが、各回の授業で紹介する論文等は主に下記の参考書から採用する。第15回目の確認テスト（60分）では授業で講義した内

容にもとづいて出題する。

各回の授業で紹介する論文等は主に上記の参考書から採用する。参考書所収の他の章や引用文献、参考文献を参考にして、自分が関心

のあるテーマについて必要な情報を入手することができる。

・日本比較教育学会ＨＰ　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jces/index.html　（『比較・国際教育情報データベース（略称：ＲＩＣＥ）』にアクセスすると、日本に

おける比較教育学および国際機関・世界各国の教育に関する文献・資料の概要を含む教育情報を入手することができる。）

・立命館大学図書館　http://www.ritsumei.ac.jp/acd/mr/lib/index.html　（情報検索「データベース」→アルファベット順「C」→ 論文・記事検索

「データベース」→CiNiiにアクセスすると、国内で刊行された人文社会系の雑誌記事、学術雑誌などの記事検索を行うことができる。）

授業中に質問や意見などを積極的に発信することを希望する。

・教員との連絡方法

E-mail: ehara@fc.ritsumei.ac.jp または075-466-3479 or 内線：（511-）3826

個人研究室：立命館大学衣笠キャンパス内尚学館２階８２６室

個人研究室での面談を希望する場合は、上記のE-メールまたは電話 or 内線電話により面談の日時を調整する。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 次の２つの平常点評価により成績評価を行う。

・日常的な授業に対する取組状況等の評価　20％

第９回目の授業時に、自分の目からみて も重要と思われる日本の教育の改革課題に関する

小レポートの作成を「小テスト」（約40分）として課すことにより、日常的な授業に対する取組状況

の一端を評価する。

・学習到達度の 終的な「確認テスト」　80％

①国際的な視点から教育の諸問題を考えるための基本的な考え方や用語を理解できるかどう

か、および②出題する特定のテーマについて幅広い視点から論じることができるかどうかを、第

１５回目の授業時に実施する「確認テスト」（60分）の結果により評価する。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

諸外国の教育改革の動向 文部科学省生涯学習政策局調査企画課／ぎょうせい／9784324089736／2010年刊

基礎教育学 江原武一・山崎高哉編著／放送大学教育振興会／9784595307041／2007年刊

新訂　学校臨床社会学 酒井朗編著／放送大学教育振興会／9784595135125／2007年刊

教育の比較社会学 原清治・山内乾史・杉本均編／学文社／4-7620-1287-4／2004年刊

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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■この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）で開講し、立命館大学では開講しません。

■キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なりますので、必ず確認するようにしてください。

■履修の際は、キャンパスプラザ京都までの移動時間も考慮するよう注意してください。

----------------------------------------------------

【世界の教育改革・日本の教育改革】

日本をはじめ、世界の多くの国ぐにでは現在、さまざまな教育改革が同時進行の形で進められている。この授業では、幼児教育から生涯学習ま

での教育システム、それから才能教育、いじめ問題、教師教育、国際教育協力、国際的な教育流動などをめぐる国際的な改革動向を整理し、欧

米諸国やアジア諸国における対応について学ぶとともに、今後の日本の教育改革の方向とあり方を展望する。

とくになし。

・各回の授業は特定の論文等の紹介を中心に行うので、事前に読んでおくことが望ましい。第１回目の授業時に論文名等を記載したシラバスを

配布する。

・第９回目の授業時に、受講生が関心のある特定の国の教育改革に関する小レポート（約40分）の作成を課するので、自分が関心のある国の調

べてみたい教育改革の課題や状況について執筆できるように、事前に準備しておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（総合） (Z3) § 特殊講義（基礎）１ (Z3) § 特殊講義（自由選択）Ⅱ (Z3) § 特殊講義（教

養Ｅ）Ⅰ (Z3)

担当者名 /  Instructor 江原 武一

17680

・国際比較の視点から教育改革について考えるための基本的な方法や手法、用語などを理解し、活用することができる（知識）。

・比較教育学的な知見と自分自身の個人的な教育経験をふまえて、日本の教育改革の方向とあり方を幅広い視点から論じることができる（価値

観・思考）

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回目

イントロダクション：教育改革の国際比較

ガイダンス、授業の到達目標・進め方・成績評価方法な

ど、各回の授業概要

第２回目 

幼児教育・保育のユニバーサル化

幼保一元化、アクセス性、質保証、就学準備、発達保障

第３回目

教育システムの変容

公教育改革、システムの弾力化、義務教育の多様化、

国民教育

第４回目

才能教育の展望

才能児、早修、拡充、飛び級、飛び入学、高大接続、エ

リート教育

第５回目

いじめ問題の国際比較

教育病理、bullying、ゼロ・トレランス方式、ワン-タ、サイ

バーいじめ

第６回目

公教育と価値教育

公教育、価値教育、多文化社会、市民性教育、宗教教

育

第７回目

教師教育の高度化

教員養成、高度化、専門職化、教職大学院、教員研修

第８回目

高等教育改革の方向

知識基盤社会、高等教育、量的拡大、多様化、大学の

自律性、質保証

第９回目

中間的考察：まとめと討論

教育改革、共通性、個別性、社会のグローバル化、将

来構想

第10回目 

生涯学習の展開

生涯学習、リカレント教育、学習社会、生涯教育、学校

教育

第11回目 

国際学力調査の課題

学力調査、PISA、TIMSS、リテラシー、到達度、ゆとり教

育

第12回目 

進展する国際教育協力

教育格差、万人のための教育、教育の地方分権化、発

展途上国への教育支援

第13回目 

国際的な教育流動

トランスナショナル教育、外国人留学生、海外留学、外

国大学分校

第14回目

日本の教育改革のゆくえ

国際比較、教育改革、教育システム、国際教育協力、

教育流動

第15回目

確認テスト（60分）と解説（30分）
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そのほか、必要に応じて、各回の授業で関連する論文等を紹介する。なお第15回目の確認テスト（60分）では授業で講義した内容にもとづい

て出題する。

各回の授業で紹介する論文等は主に上記の教科書から採用する。教科書や参考書所収の引用文献、参考文献を参考にして、自分が関心

のあるテーマについて必要な情報を入手することができる。

・日本比較教育学会ＨＰ　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jces/index.html　（『比較・国際教育情報データベース（略称：ＲＩＣＥ）』にアクセスすると、日本に

おける比較教育学および国際機関・世界各国の教育に関する文献・資料の概要を含む教育情報を入手することができる。）

・立命館大学図書館　http://www.ritsumei.ac.jp/acd/mr/lib/index.html　（情報検索「データベース」→アルファベット順「C」→ 論文・記事検索

「データベース」→CiNiiにアクセスすると、国内で刊行された人文社会系の雑誌記事、学術雑誌などの記事検索を行うことができる。）

授業中に質問や意見などを積極的に発信することを希望する。

・教員との連絡方法

E-mail: ehara@fc.ritsumei.ac.jp または075-466-3479、内線：（511-）3826

個人研究室：立命館大学衣笠キャンパスの尚学館２階８２６室

個人研究室での面談を希望する場合は、上記のE-メールまたは内線電話により面談の日時を調整する。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 次の２つの平常点評価により成績評価を行う。

・日常的な授業に対する取組状況等の評価　20％

第９回目の授業時に、受講生が関心のある特定の国の教育改革に関する小レポートの作成を

「小テスト」（約40分）として課すことにより、日常的な授業に対する取組状況の一端を評価す

る。

・学習到達度を 終的に確認する「確認テスト」80％

①国際比較の視点から教育改革について考えるための基本的な方法や手法、用語などを理解

できるかどうか、および②出題する特定のテーマについて幅広い視点から論じることができるか

どうかを、第１５回目の授業時に実施する「確認テスト」（60分）の結果により評価する。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代教育改革論 江原武一・南部広孝編著／放送大学教育振興会／9784595139628／2011年刊

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か 森田洋司／中央公論新社／9784121020666／2010年刊

新しい能力は教育を変えるか 松下佳代編著／ミネルヴァ書房／9784623058594／2010年刊

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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■この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）にて開講し、立命館大学では開講しません。

■キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なりますので、必ず確認するようにしてください。

■履修の際には、キャンパスプラザ京都までの移動時間も考慮するよう注意してください。

----------------------------------------------------------------------------------

本授業では、変容しつつある現代の大学と、そこで成長し発達する学生の学びに関する基本的な理論や具体的な実践の検討を通じて、受講生

自身が大学生活を設計するための視点を育むことを目的としています。

具体的には、大学の諸機能および今日的な課題、青年期に相当する大学生の発達課題、映画等に見る現代の青年・大学生像等についての解

説を通して、受講生が自らの存在を発達の「可能態」として捉え、主体的に学習に取り組むための視点を培っていきます。また、ミニ演習や小レ

ポートの作成によって、大学で求められる能動的な学びのスタイルや思考様式の獲得を促します。

個人およびグループでの作業に取り組むなかで、大学という高等教育機関の固有性についての理解を深め、大学における学習・研究活動に必

要な基本的な方法と態度を身につけ、知的探求プロセスの面白さを追求します。

特にありません 。ただし、初日の授業開始までに、指定する資料を必ず読み自分の意見をまとめておいて下さい。資料については、教務課を通

じて後日配布します。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（総合） (Z4) § 特殊講義（基礎）１ (Z4) § 特殊講義（自由選択）Ⅱ (Z4) § 特殊講義（教

養Ｅ）Ⅰ (Z4)

担当者名 /  Instructor 鳥居 朋子

20590

1.現代の大学および学生を取り巻く状況や人間の発達に関する基本的な理論を理解し、青年期の大学生に固有な発達課題について説明でき

る。

2.大学生の学習・研究の基本的方法や大学の特性を理解し、自分なりの知的探求の課題を提示できる。

3.大学生の発達にかかわるテーマについて、調べる・考える・書く・発表する・議論する・ITを活用する等の基礎的学習スキルを身につける。

4.大学での学びのルールを尊重し、多様（他大学・他分野・異年齢）な学生で構成される集団のなかで他者を理解し、共に学びあう雰囲気の醸成

に貢献する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

イントロダクション：現代の大学と学生をめぐる諸問題へ

のいざない ※重要事項を説明するため、必ず出席するこ

と

自己紹介、受講生の紹介、授業の到達目標、毎回の授

業概要、授業内外の学習課題、成績評価の基準と方法

2

現代の大学／外部環境の変化と今日的課題

ユニバーサル化、質保証、競争的環境、学習成果

3

青年期大学生の発達課題(1)／人間の発達段階と課題

発達の可能態、発達課題、適時性、結晶性・流動性知

能

4

青年期大学生の発達課題(2)／アイデンティティの形成

意欲、感情、無気力、自尊感情

5

青年期大学生の発達課題(3)／ミニ演習の発表と議論

発達過程の振り返り、影響要因の分析、自己理解、他

者理解

6

現代の青年・大学生像(1)／映画に描かれる青年像

人間理解、トラウマ、恋愛、メンター、自己表現

7

現代の青年・大学生像(2)／グループ演習と議論

自分と他者、進路決定、友人関係、自己有用感

8

大学生を取り巻く環境(1)／オンキャンパス

カリキュラムと単位、学習支援機能、コーチング、正課

外活動

9

大学生を取り巻く環境(2)／オフキャンパス

地域社会での経験、アルバイト、ボランティア、インター

ンシップ

10

学生の変容を促す大学(1)／学習の理論と方法

教授・学習過程、Surface Learning／Deep Learning、「一

人思考」、リフレクション(内省)

11

学生の変容を促す大学(2)／学習デザインの発想

強み／弱み、ニーズ把握、キャリア展望、学習ポート

フォリオ

12

学生の変容を促す大学(3)／おとなの学びへの移行

成人教育学(アンドラゴジー)、自己決定型学習、応用の

即時性、経験の学習資源化

13

学生の変容を促す大学(4)／研究への参画

アカデミックコミュニティ、学問的誠実性・倫理、研究者と

いう専門職、地域社会への貢献

14

学生の変容を促す大学(5)／ミニ演習の発表と議論

大学の諸機能と学生、多様性の尊重、自己の相対化
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ミニ演習や発表などを行うため、 大20名とします。「必ず全授業に出席できること」を条件とします。自己責任において出席管理をしてくださ

い。ただし、いわゆる「出席点」の加点は行いません。

この他、授業中に適宜紹介します。

毎回の授業を自分の問題関心に照らしながら聴くとともに、積極的な質問や文献検討、新聞記事や各種メディアからの情報収集等に努めてくだ

さい。とくに、関心あるテーマについて自主的に調べ、十分な授業外学習によって学習成果を高めてください。なお、授業後の学習課題（ミニ演習

やミニレポート作成等）を課し、それに基づき翌日の授業を進める方式をとる日があります。積極的に取り組んでください。

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

審議会報告・白書・ 新情報などが提供されています。

(財)日本青少年研究所　http://www1.odn.ne.jp/youth-study/index.htm

児童・生徒に関する各種調査結果や研究の成果などが提供されています。

国立教育政策研究所　http://www.nier.go.jp/

教育施策の判断・立案のもととなる研究を行っている機関です。研究活動の発表のほか、教育情報データ、刊行物、シンポジウムの案内などが

掲載されています。

・障がいをもった学生の学習支援：障がいをもった学生は、すみやかに担当教員に連絡してください。学習を支援できるようなクラス環境や授業

方法について検討します。

・不正行為：大学での不正行為とは、カンニング行為によって自分の能力を不正確に伝えたり、他人の論文などを剽窃したりすることで他人の権

利を侵害することなどがあたります。万が一、不正行為があった場合は、大学の規則にそって対応します。

・受講のルール：他の受講者の学習環境を阻害するような行動をとる者に対しては、履修を取り消すように求めることがあります。授業への遅

刻、途中退出、私語や携帯電話・メールの使用など、他者の迷惑になるような行動をとらず、マナーを守ってください。皆が気持ちよく学べる環境

本授業は、大学横断・学部横断・異年齢で構成されるクラスにおいて受講生自身が協力して形づくっていく内容になっています。受動的な学びで

はなく、少人数クラスの利点を活かした応答の機会の多い双方向的な授業を行います。講義を聴いて内容を理解するだけではなく、グループで

の議論や発表、ミニ演習に積極的にかかわり、主体的に授業に参加してください。また、各自が興味関心を持った個々のテーマについて、自分

自身で掘り下げて考えてください。

教員との連絡方法については、初回の授業で説明します。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

15

まとめ／大学生の発達と学びの探究をめぐる今日的課

題

コミュニケーション、他者理解、共感、想像力

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 現代の大学および学生の学びの探究について、その日に取り上げたテーマに関して毎日1つ小

レポート（A4判1～2枚程度）を課します（1日目：20点、2日目：20点、3日目：20点　4日目： 終レ

ポート40点）。①現代の大学および学生を取り巻く状況や人間の発達に関する基本的な理論を

理解し、青年期の大学生に固有な発達課題について自分の言葉で説明されている、②大学生

の学習・研究の方法や大学の特性を理解し、自分なりの知的探求の課題を設定できている、③

大学生の発達にかかわるテーマについて、調べる・考える・書く・発表する・議論する・ITを活用

等の基礎的学習スキルを身につけている、④大学および大学生の学びに関して興味関心を持

ち主体的に問いを立て、他者の意見を尊重し、考える態度を示していること、を基準とし評価を

行います。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

大学生論：戦後大学生論の系譜をふまえて 溝上慎一編／ナカニシヤ出版／4-88848-735-9／

よくわかる青年心理学 白井利明編／ミネルヴァ書房／978-4-623-04473-3／

よくわかる学びの技法 田中共子編／ミネルヴァ書房／978-4-623-03775-9／

現代青年期の心理学 溝上慎一／有斐閣／978-4-641-28120-2 C1311／

教育から職業へのトランジション 山内乾史編著／東信堂／78-4-88713-838-4／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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づくりをしましょう。

拡張項目 
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■この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）で開講し、立命館大学では開講しません。

■キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なりますので、必ず確認するようにしてください。

■履修の際は、キャンパスプラザ京都までの移動時間も考慮するよう注意してください。

----------------------------------------------------

近年（子どもたちの読解力低下が問題視されていることもあり）国語教科書の文学教材や文学教育は、それが「実用性」を欠いた無用の長物で

あるといった批判や「道徳的な正しい読み」しか許容されない「退屈なもの」という批判にさらされている。しかし、国語教科書に収録されている定

番教材（「名作」とされる作品）には、もっとスリリングで刺激的な「読み」や〈いま〉という時代に必要とされる読解力育成の可能性が秘められてい

る。本授業では、いくつかの定番教材をとりあげ、新しい文学教育の理論と方法をもとに、そうした「読み」と文学教育の可能性を探究していく。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（総合） (Z6) § 特殊講義（基礎）１ (Z6) § 特殊講義（自由選択）Ⅱ (Z6) § 特殊講義（教

養Ｅ）Ⅰ (Z6)

担当者名 /  Instructor 薄井 道正

17691

・文学教材の「読み」の理論と方法を習得する

・「読み」の理論と方法にもとづいて文学教材を分析できる

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

文学教育の可能性

　　　

読解力低下　文学教育への批判　「読み」の理論と方法

2

俳句・短歌の読み－その理論と方法－

　　　

正岡子規の俳句　俵万智の短歌　

3

詩の読み－その理論と方法－１

　　　

「レモン哀歌」（高村光太郎）

4

詩の読み－その理論と方法－２

　　　

「永訣の朝」（宮澤賢治）

5

小説の読み－その理論と方法－１

　　　

「走れメロス」（太宰治）①

6

小説の読み－その理論と方法－２

　　　

「走れメロス」（太宰治）②

7

小説の読み－その理論と方法－３

　　　

「トロッコ」（芥川龍之介）①

8

小説の読み－その理論と方法－４

「トロッコ」（芥川龍之介）②

9

小説の読み－その理論と方法－５

　　　

「羅生門」（芥川龍之介）①

10

小説の読み－その理論と方法－６

　　　

「羅生門」（芥川龍之介）②

11

小説の読み－その理論と方法－７

　　　

「こころ」（夏目漱石）①

12

小説の読み－その理論と方法－８

　　　

「こころ」（夏目漱石）②

13

物語の読み－その理論と方法－１

　　　

「ごんぎつね」①
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2/3以上の出席をもって評価の対象とする。

毎回の授業で資料を配付する。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

14

物語の読み－その理論と方法－２

　　　

「ごんぎつね」②

15

古典文学－その理論と方法  －

　　　

万葉集　古今集　新古今集

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業中に課すブリーフレポートの提出や発表により、授業の理解度や修得度を到達度評価す

る。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

謎とき国語への招待 薄井道正／民衆社／／

謎とき国語への挑戦 薄井道正／学文社／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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「特殊講義（大学生協寄付講座・戦争と平和を問いなおす）」（キャンパスプラザ京都で開講、金曜日18:20-19:50）

----------------------------------------------------

■この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）で開講し、立命館大学では開講しません。

■キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なりますので、必ず確認するようにしてください。

■履修の際は、キャンパスプラザ京都までの移動時間も考慮するよう注意してください。

----------------------------------------------------

　この科目は受講生に対する知識の注入をおよそ目的としていない。教育とは知識の注入ではない。教育とは自らの生き方・世界観を絶えず吟

味し変革していくプロセスであり、教師はその産婆である。この講義は学生諸君が自ら化学反応を起こすための触媒である。この講義が学生諸

君の世界認識・自己変革の手助けとなることを切に願っている。また、学問とは常識批判である。学生諸君の「先入観を裏切る」講義をめざして

いる。

　この科目は大学コンソーシアム京都に加盟する大学の１回生以上を対象とする平和学講義である。平和に関する思想は古くからあり、また哲

学、政治学、法学などの諸学問が平和について考察することも古くからあるが、他の学問から区別される固有の学問として平和学が始まったの

は1950年代の冷戦期である。平和学とは「戦争の原因と平和の条件を探究する学問」であるといわれる。平和学は米ソ核戦争による世界の破滅

を防ぐための知的営為として始まった。1950年代に他の学問から区別される固有の学問として始まったとはいえ、平和学はさまざまな学問的方

法を使う学際性を特徴としている。

　この科目は、大学生協寄付講座である。大学生協からの寄付によって、全国から適任の講師を招くことが可能になった。毎週、いろいろな専門

分野の専門家を講師として招いて、戦争と平和を問いなおしたいと思う。戦争と平和については、これまでもさまざまな研究や考察があり、「もう

わかっている」「聞き飽きた」「旧態依然」という感想を持っている人が少なくないかもしれない。この科目は、そのようなマンネリに挑戦し、戦争と

平和の問題を新たな角度から考えることをめざしている。

　平和学は知識を獲得して終わる学問ではない。平和学とは、自分自身の生き方を変革し、世界を平和的に変革するプロジェクトである。この科

目の履修を終えた学生諸君が、このプロジェクトに参加することを切望している。平和学が発展するばかりで、世界が平和にならないのでは意味

がない。世界の暴力を少しずつ克服するために、この科目が何らかの役に立つならば、担当者としてうれしく思う。

単位数 /  Credit 2

IR-AR108 特殊講義（基礎科目） (RA) § 特殊講義（基礎）Ⅱ (ZG) § 特殊講義（総合） (ZG) § 特

殊講義（基礎）１ (ZG) § 特殊講義（自由選択）Ⅱ (ZG) § 特殊講義（教養Ｅ）Ⅰ (ZG)

担当者名 /  Instructor 君島 東彦

13916

・ 近現代日本におけるさまざまな暴力──植民地支配、ヒバク、沖縄差別、シベリア抑留等──について理解する。

・ 戦争と平和の問題に、いくつかの学問の方法で──文化人類学、倫理学、建築学、メディア研究、心理学、ジェンダー研究等──アプローチす

る。

・ 平和をつくるための取り組み──賀川豊彦、大学生協、NGO等──について知る。

・ 受講生自身が平和責任を自覚し、平和をつくる主体となる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回　　4月6日

「戦争と平和を問いなおす──平和学講座をはじめる」

「3/11の平和学」　

　　君島東彦（立命館大学国際関係学部教授）

　平和学とは戦争の原因と平和の条件を探る学問であ

る。平和学はどのようにして始まったのか。平和学の特

徴は何か。いま世界の平和学はどのような状況か等に

ついて述べた後、この講座の趣旨、全体構成について

説明する。

　後半は「3/11の平和学」というタイトルで、3/11に平和

学はどのように応答するか、考える。論点は多いが、こ

の講義では、１）田中正造の平和思想の復権、２）ミリタ

リーの変革とNGOの可能性、これら２点に焦点を当て

る。

第2回　　4月13日

「植民地支配と戦後日本」

　　水野直樹（京都大学人文科学研究所教授）

　戦前の日本が植民地として支配した朝鮮・台湾は、日

本の敗戦後、日本の領土ではなくなったが、植民地支

配がもたらしたさまざまな問題は、解決されたわけでは

ない。この講義では、日本に住むことになった旧植民地

出身者（在日朝鮮人・台湾人）の参政権問題、日本国憲

法との関係などの問題を通じて、戦後日本の国家・社会

のあり方と植民地支配の歴史との関連性を考えることと

したい。
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第3回　　4月20日

「ヒバクについて考える──ヒロシマ、ナガサキ、ビキニ、

フクシマ」

　　高橋博子（広島市立大学広島平和研究所講師）

　広島・長崎への原爆投下の際、米公式見解では 広

島・長崎の場合空中高く爆発したため放射線の影響は

たいしたことがないとしていた。それ以来残留放射線や

内部被曝の影響は過小評価されたまま今日に至ってい

る。ヒバクする側ではなく、米核戦略に追随した形で「国

際的「科学的」なヒバク基準が作られている。本講義で

は広島・長崎での被爆問題やビキニ水爆被災を検証

し、いま福島第一原発事故によって起こっている事態を

考えたい。

第4回　　4月27日

「＜沖縄問題＞とは何か──沖縄に対する構造的差別

について考える」

　　松島泰勝（龍谷大学経済学部教授）

　2010 年、米軍基地の県外移設を沖縄人の前で約束し

た鳩山首相が辞任するまで、普天間基地をめぐる混乱

で明らかになったのは、ほとんどの日本国民は米軍基

地を本土に受け入れず、沖縄を犠牲にして「本土の平

和と繁栄」を享受しようと考えていることであった。本講

義では「沖縄問題」とは「沖縄差別問題」であり、沖縄に

対する差別は構造的、歴史的なものであることを示し、

差別から解放される方法について論じたい。

第5回　　5月11日

「詩人・石原吉郎を読む──シベリア抑留者がとらえた戦

争と人間」

　　畑谷史代（信濃毎日新聞論説委員）

　石原吉郎（1915-77 年）という詩人がいる。8 年間のシ

ベリア抑留から復員後、体験を基にしたエッセーを書き

残している。それは「戦後」社会を生きる日本人へのメッ

セージでもあった。石原は強制収容所での自らの体験と

向き合ううちに、戦争や強制収容所を生みだす存在とし

ての「人間」について、問い詰めていく。その軌跡をたど

り、戦争と人間について考え、いまを生きる私たちへの

問いかけを探る。

第6回　　5月18日

「戦争の文化人類学」

　　栗本英世（大阪大学大学院人間科学研究科教授）

　冷戦後の世界では、人道的介入の大義のもとに、内

戦中および内戦後の国や地域に対して国連と国際社会

が積極的に関わり、人道援助、平和構築、戦後復興な

どの事業を大規模に展開している。本講義では、22年

間におよんだ内戦を経て、2011年7月に独立した南スー

ダンを対象に、文化人類学の視点から平和構築と戦後

復興の問題を考える。

第7回　　5月25日

「戦争の倫理学」

　　栁澤有吾（奈良女子大学文学部教授）

　「暴力と憎悪、不正に対して戦争に訴えることが道徳

的に許されるばかりでなく必要とされる場合もある」。

9.11テロとそれにつづく反テロ戦争について、アメリカの

一部知識人はこのように述べて「正しい戦争」を支持し

た。しかし、戦争は地獄でしかないのなら、「正しい戦

争」など存在するのだろうか。宗教的な意味での聖戦や

単に合法的な戦争とは区別される、道徳的に「正しい戦

争」という考え方の可能性と限界について考えてみた

第8回　　6月1日

「建築と平和」

　　布野修司（滋賀県立大学大学院環境科学研究科教

授）

　原爆堂計画（1954-55）を作品化した白井晟一（1905―

1983）の戦中戦後の軌跡を軸に、建築と平和、建築家と

戦争をめぐって考える。昭和戦前期に建築家は何を考

え、何をしてきたのか。そして、その建築的思索は、戦

後建築の思想とどのように接続するのか、考えてみた

い。

第9回　　6月8日

「メディアは平和をつくれるか」

　　岡本厚（岩波書店『世界』編集長）

　近代世界が始まって以来、「戦争」はメディア 大の

“売り”の材料であった。新聞は戦争で読者を伸ばし、ナ

ショナリズムと戦意高揚を煽って、戦争を止めがたくし

た。では今日、メディアは逆に、戦争を止め、平和を築く

ことができるだろうか。そのために為さなければならない

ことは何だろうか。さまざまな例を引いて考えたい。

第10回　　6月15日

「平和責任──長崎で考える」

　　高橋眞司（長崎大学客員教授）

　私は長崎で被爆者について学び、核時代について考

え、「長崎にあって哲学する」という思想的営みをつづけ

てきた。西暦2000年、新しい千年紀（第三千年紀）にの

ぞんで、未来を切り拓いてゆく若い世代のために新しい

思想が必要であった。そうして「平和責任」(peace 

responsibility)という新しい概念に行き着いた。この「平

和責任」についてできるだけ詳しくかつ明晰に述べてみ

たい。あわせて2011年春の東日本大震災、とりわけ3.11

フクシマ以後の今日における「平和責任」についても言

及してみたい。



2012 年度シラバス立命館大学

教科書は特に指定しない。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

第11回　　6月29日

「平和心理学の可能性──体験的心理学の手法を用い

た平和教育プログラム」

　　村本邦子（立命館大学大学院応用人間科学研究科教

授）

　虐待やDV、性暴力などの問題に臨床心理士として取

り組むなかで、戦後世代が気づかないまま継承してきた

戦争体験と暴力の問題に気づき、ドラマセラピーを始め

とする体験的心理学の手法を使った平和教育プログラ

ムを試みてきた。その理論的背景と南京における２回の

実践報告を紹介し、心理学が平和に貢献する可能性に

ついて考えてみる。

第12回　　7月6日

「他者に依存する自分──ケアの倫理に立脚する平和構

想」

　　岡野八代（同志社大学大学院グローバル・スタディー

ズ研究科教授）

　人は誰でも、誰かから生まれ、誰かに世話され育まれ

るがゆえに、実は非常にもろい存在である。しかしなが

ら、これまでの政治学は人間の脆弱さには向き合わず、

むしろ、軍事力を配備することで、この事実を見えなくし

てしまっていた。講義では、女性たちの経験から生まれ

た「ケアの倫理」の意味を理解しながら、まず自分の身

体や他者との関係性を振り返ることで、「安全保障」とは

異なる平和の在り方、あるべき平和的世界について考

える。

第13回　　7月13日

「賀川豊彦と平和運動」

　　名和又介（同志社大学教授、大学生協京滋・奈良ブ

ロック理事長）

　賀川豊彦は20歳から神戸のスラム街で献身した人物

であり、いわば日本のマザーテレサにあたる。弱者救済

のため、労働運動・農民運動・協同組合運動・災害救助

活動などに従事した。その延長として平和運動にも貢献

し、日本人で初めてノーベル平和賞にノミネートされた。

この講義では、受講生とともに賀川の諸活動と平和運

動について考えてみたいと思う。

第14回　　7月20日

「大学生協の平和学習活動──Peace Now舞鶴の取り

組みから」

　　横山治生（大学生協京滋・奈良ブロック事務局長）

　舞鶴は明治の頃より海軍鎮守府がおかれ軍港都市と

して「栄え」てきた街である。敗戦後は中国やシベリアか

らの引き揚げ者の受入れ港として、「岸壁の母」の歌詞

にみられるような人生のドラマが繰り広げられてきた所

である。舞鶴には日本海側の唯一の海上自衛隊基地も

あり、現在もその役割は変わっていない。京都の大学生

協は毎年、舞鶴を平和学習のフィールドとして訪問して

きた。大学生協がなぜ平和のことを考えるのか、舞鶴を

通して戦争の姿と現在の平和について一緒に考えてみ

たい。

第15回　　7月27日

「NGOはいかにして平和をつくるか」

　　君島東彦（立命館大学国際関係学部教授）

　現在の世界において、平和をつくる主体としてのNGO

の役割は決定的に重要である。NGOはいかにして平和

をつくるのか。核軍縮を実現しようと活動しているNGO、

あるいは紛争地で紛争の暴力化を防ごうと活動してい

るNGOなど、いくつかの具体的なNGO活動に触れつつ、

NGOが平和をつくる方法について考える。また、日本国

憲法の平和主義とNGO活動の関連についても考える。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　レポートを3回提出してもらい、それらにもとづいて成績評価する。レポート提出締切は第１回5

月18日、第2回6月15日、第3回7月27日である。それぞれ、教室での直接提出のみ受け付ける。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

平和学を学ぶ人のために 君島東彦編／世界思想社／／

在日外国人──法の壁、心の溝（新版） 田中宏／岩波新書／／

在日一世の記憶 小熊英二・姜尚中編／集英社新書／／

新装増補版　封印されたヒロシマ・ナガサキ 高橋博子／凱風社／／

増補版　放射線被曝の歴史 中川保雄／明石書店／／

琉球の「自治」 松島泰勝／藤原書店／／

琉球独立への道 松島泰勝／法律文化社／／
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毎回、授業終了後に、ゲスト講師をかこんで懇親会を開く予定である。

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

シベリア抑留とは何だったのか──詩人・石原

吉郎のみちのり

畑谷史代／岩波ジュニア新書／／

石原吉郎詩文集 石原吉郎／講談社文芸文庫／／

瓦礫の中から言葉を──わたしの＜死者＞へ 辺見庸／NHK出版新書／／

平和構築・入門 藤原帰一ほか編／有斐閣／／

未開の戦争、現代の戦争 栗本英世／岩波書店／／

民族紛争を生きる人びと 栗本英世／世界思想社／／

戦争倫理学 加藤尚武／ちくま新書／／

「正しい戦争」という思想 山内進編／勁草書房／／

戦後建築の終焉 布野修司／れんが書房新社／／

建築少年たちの夢 布野修司／彰国社／／

白井晟一　精神と空間 白井晟一／青幻舎／／

ナガサキから平和学する！ 高橋眞司・舟越耿一編／法律文化社／／

続・長崎にあって哲学する──原爆死から平和

責任へ

高橋眞司／北樹出版／／

戦争によるトラウマの世代間連鎖と和解修復の

可能性──国際セミナ－「南京を思い起こす

2009」の記録

村本邦子編／立命館大学臨床人間科学オープンリサーチ研究センター／／

『女性ライフサイクル研究』第14号（特集：戦争と

トラウマ）

村本邦子編／女性ライフサイクル研究所／／

フェミニズムの政治学──ケアの倫理をグロー

バル社会へ

岡野八代／みすず書房／／

従軍慰安婦 吉見義明／岩波新書／／

生のあやうさ──哀悼と暴力の政治学 ジュディス・バトラー著／本橋哲也訳／以文社／／

賀川豊彦 隅谷三喜男／岩波現代文庫／／

賀川豊彦を知っていますか──人と信仰と思想 阿部志郎ほか／教文館／／

劇画　死線を越えて 藤生ゴオほか／家の光協会／／

憎悪と和解の大江山──あるイギリス兵捕虜の

手記

フランク・エバンス著／糸井定次・細井忠俊訳／彩流社／／

浮島丸釜山港へ向かわず 金 賛汀／かもがわ出版／／

中国残留邦人──置き去られた六十余年 井出孫六／岩波新書／／

NGOから見る国際関係──グローバル市民社

会への視座

毛利聡子／法律文化社／／

平和・人権・NGO 三好亜矢子・若井晋・孤崎知己・池住義憲編／新評論／／

非武装のPKO──NGO非暴力平和隊の理念と

活動

君島東彦編／明石書店／／

田中正造文集（１・２） 田中正造／岩波文庫／／

真の文明は人を殺さず 小松裕／小学館／／

田中正造と民衆思想の継承 花崎皋平／七つ森書館／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　白川静博士(1910-2006)の学問の概要について講義する。白川博士は2004年に本学出身者としては初めての文化勲章を受章され、「白川文字

学」の存在が内外にも広く知られるようになった。しかし博士の学問は文字学だけが独立してあるのではなく、文字学を包み込むようにして文学・

歴史・思想の研究が深くつながっている総合的な学問である。それでその全体を「白川学」と呼ぶこともある。国際的に現実的なテーマとなりつつ

ある〈東アジア共同体〉の問題は、そもそも古代における共通の文化圏に根源をもつ問題である。こうした問題を考えていく上で、「白川学」の示し

た知見が重要な鍵を握ってくるであろう。

 　本講義では、壮大なスケールの「白川学」を各分野の専門家が、様々な角度から講義する。この授業を通じて白川静の学問する方法や生き

方、大きなテーマに立ち向かっては解決の道を見出していく情熱など、必ずや啓発されるところがあるものと思われる。

特になし。

　白川静出演のテレビ番組や特集番組、講演会のビデオなどを見ると、さらに理解が深まる。また、難解ではあっても、白川静の著作そのものに

もぜひ挑戦して欲しい。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（白川学の世界） (GA)

担当者名 /  Instructor 石井 真美子、今場 正美、阪谷 昭弘、高島 敏夫、谷口 義介、張 莉、萩原 正樹、真下 厚、

芳村 弘道

14511

 ・「白川学」の概要について理解する。

 ・「白川学」の独創性や意義について、報告することができる。

 ・「白川学」の理解を通して、発想の転換や批判的精神など、学問研究の基礎を身につける。

 ・白川静の生涯について理解する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

コーディネーターによるオリエンテーション(白川静の生涯

と立命館大学)(萩原正樹)

第２回

白川静と古典研究(芳村弘道)

第３回

詩経と西周時代１(谷口義介)

第４回

詩経と西周時代２(谷口義介)

第５回

古代歌謡の世界、詩経と万葉集(真下厚)

第６回

詩経研究から文字学へ(高島敏夫)

第７回

殷代社会と日本古代社会(高島敏夫)

第８回

白川文字学の体系(高島敏夫)

第９回

中国からみた白川文字学(張莉)

第10回

中国の神話(阪谷昭弘)

第11回

屈原と楚辞(今場正美)

第12回

白川静の古代文学論(今場正美)

第13回

孔子と古代思想１(石井真美子)

第14回

孔子と古代思想２(石井真美子)

第15回

コーディネーターによるまとめの授業(白川静と東洋の理

想)(萩原正樹)
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中国文学専攻ホームページ

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/cl/index.htm

　授業で取り上げる白川静の著作はもちろん、その他の論著についてもぜひ実際に手にとって自分で読み進めて欲しい。難解な書物との格闘

が、理解と成長につながるであろう。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 60 ％

平常点評価 出席点・授業中の小レポートなど40 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

白川静著作集 白川静／平凡社／／

回思九十年 白川静／平凡社／／

桂東雑記Ⅰ～Ⅴ 白川静／平凡社／／

入門講座白川静の世界1文字 立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所／平凡社／／

入門講座白川静の世界2文学 立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所／平凡社／／

入門講座白川静の世界3思想・歴史 立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所／平凡社／／

學林第46・47号白川静先生追悼記念論集 中国藝文研究会／中国藝文研究会／／

白川静　漢字の世界観 松岡正剛／平凡社／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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　いま、環境と生命に関わる問題は人々から大きな関心をもたれているテーマである。

　この授業では環境と生命に関するテレビ・ドキュメンタリーの中から選んだ9本を教材にして、全員で感想・意見を交換する。これにより、自分の

考えをまとめる力と自分の意見を人に伝える力をつける。

　さらに、ドキュメンタリーに関連する課題研究を設定してグループ研究を行い、その成果を教室で発表し、クラスメイトとQ&Aを行うことにより、グ

ループ研究の仕方を身につけ、プレゼンテーションとディスカッションの力をつける。

　また、学部・回生の異なるクラスメイトと一緒に受講することにより、異なる視点からのものの見方・考え方を理解できるようになる。

　この授業では、受講生の自主的・能動的な学習と授業への参加を歓迎し、自ら学んだという実感を得てもらいたい。

●授業内容・授業計画の概要

　第１回～第９回の授業では毎回１本（30分～50分程度）の環境と生命に関連するテレビ・ドキュメンタリーを教材として鑑賞する。ドキュメンタ

リーの作品は 近数年間に放映されたものが中心で、多岐に渡っている。毎年一部を入れ替えるが、昨年取り上げた作品は、福島原発事故、

猟師が教える命の食べ方、松枯れ対策、ホームレス支援、誕生の風景、黒人差別と授業、ハンセン病患者、世界各国の家族、中村哲さんなどで

ある。今回の確定版は第1回の授業で発表する。

なお、途中で1回だけ、ドキュメンタリーに登場する金正美さんをゲストに迎え、本人の話をあわせて聞く機会を設ける。

　第1回から第9回のドキュメンタリーについては、各自感想や意見を400字程度にまとめ、授業後、コースツールに書き込む。翌週の出席時に、

も良かったと思う書き込みを投票し、 多得票者を称える。

　また、第９回までの授業と並行して、ドキュメンタリーに関連した課題研究をグループで行う。グループは各自の関心を尊重しながら5－6人程度

になるように調整する。第2回から第9回の授業の後半では、グループワークも行う。教員は各グループを順次回り、グループ研究の指導と相談

を行う。

　第10回からは、グループ研究の発表を中心に授業を進める。発表はグループの全員で行い、司会・進行も学生が行う。

特になし

単位数 /  Credit 2

特殊講義（ドキュメンタリー・環境と生命） (GA)

担当者名 /  Instructor 木野 茂
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・ドキュメンタリーを観て、何が問題かを理解できるようになる。

・ドキュメンタリーに関連した情報を自分で調べることができるようになる。

・ドキュメンタリー-に対する自分の意見を持つことができるようになる。

・自分の意見を所定の字数にまとめ、人に伝えることができるようになる。

・他の人とディスカッションをし、人の意見を理解することができるようになる。

・グループ研究ができるようになる。

・所定の時間で発表ができるようになる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

ドキュメンタリー１の鑑賞、授業の進め方、グループ研究

のグループ分け

第2回

ドキュメンタリー２の鑑賞、グループ・ミーティング

第3回 

ドキュメンタリー３の鑑賞、グループ・ミーティング

第4回

ドキュメンタリー４の鑑賞、グループ・ミーティング

第5回

ドキュメンタリー５の鑑賞、グループ・ミーティング

第6回

ドキュメンタリー６の鑑賞、ゲスト：ドキュメンタリーに出た

金正美さんのお話を聞く

第７回 

ドキュメンタリー７の鑑賞、グループ・ミーティング

第8回

ドキュメンタリー８の鑑賞、グループ・ミーティング

第9回 

ドキュメンタリー９の鑑賞、グループ・ミーティング、研究発

表のレジュメ提出

第10回

第1班と第2班のグループ研究発表とＱ＆Ａ
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＊原則として2/3以上の出席を成績評価の要件とする。 

ドキュメンタリーの参考資料は当日プリントにして配布する。 

必要に応じて授業で紹介する。

・授業後、ドキュメンタリーに関連する情報をインターネットや図書館を利用して調べる。

・グループ研究に関する情報や資料をグループのメンバーで分担協力して調べる。

・授業終了までに下記の課題レポートをコースツールに提出する。

　授業期間中にＴＶで放送されるドキュメンタリーの中から環境と生命に関する１本を選び、その要旨（400字程度）と自分の意見（400～600字）を

まとめる。

「生命環境系の週間テレビ予報 on the Web」　http://homepage3.nifty.com/yukidon/tv.html

その他、必要に応じて授業で紹介する。 

受講生の定員は80人とする。

　受講にあたっては、コースツールの読み書きができること、インターネットで情報検索ができることが必要である。これらは受講の条件なので、

開講までにできるようになっておくこと。 

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11回

第3班と第4班のグループ研究発表とＱ＆Ａ

第12回 

第5班と第6班のグループ研究発表とＱ＆Ａ

第13回 

第7班と第8班のグループ研究発表とＱ＆Ａ

第14回 

第9班と第10班のグループ研究発表とＱ＆Ａ

第15回 

授業の振り返りとまとめ（グループ・ミーティングと全員ス

ピーチ）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回のコースツールへの読み書きとその評価を50%、ドキュメンタリーの要約（各自1回）の評価

を5％、グループ研究に関する評価を25％（グループ研究への貢献度、グループ発表に対する

受講生の相互評価、Q&Aへの参加度等）、課題レポートを20％とする。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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本学では、学生同士による学生支援のシステムが様々な分野で展開され、双方の成長を図っていく視点から、ピア・サポートの取り組みが蓄積さ

れてきました。特に、初年次における学生支援の一環として、高校から大学へと学びの転換を図っていくうえで、ピア・サポーターの果たす役割は

大きいと言えます。ここで活躍するピア・サポーターを育成するに留まらず、相互支援による学びのコミュニティの裾野を広げていくために、ピア・

サポートの理念・目的をはじめ、コミュニケーション能力や課題解決能力の習得、自大学の歴史や基本的な青年期発達理論への理解が必要と

なります。本授業は、グループワークの手法を活用した演習と講義を組み合わせて行うことで、ピア・サポートに求められる知識、技能、実践力の

獲得を目指します。　

単位数 /  Credit 2

特殊講義（ピア・サポート論） (GA)

担当者名 /  Instructor 鳥居 朋子

14466

（知識・理解）

・青年期の発達理論や現代大学生の特徴をふまえ、ピア・サポートの理念や目的、意義について理解し説明することができる。

・本学におけるピア・サポートの理念・目的や、各種ピア・サポート(オリター制度、ES、TA制度等)の歴史、仕組みを理解し説明することができる。

（関心・意欲・態度）

・ピア・サポートについて自ら学ぶ態度を持ち、講義や演習を通して得た知識や経験を学生生活の様々な場面におけるピア・サポート等の取り組

みに生かそうとする。

（技能・表現）

 ・コミュニケーションや課題解決等の技能を習得し、必要な場面で実際に活用することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

イントロダクション：ピア・サポートの精神

※受講に関する重要事項を説明するため、必ず出席する

こと

自己紹介、授業の到達目標、進め方、成績評価方法

等、各回の授業の概要

2

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法1

聴き手に求められる力－オーディエンス教育－

3

ピア・サポートのための基礎知識－立命館学－

立命館大学の教育と歴史、立命館憲章、建学の精神

「自由と清新」、「平和と民主主義」、立命館学園の構成

4

ピア・サポートのための基礎知識－立命館大学のピア・

サポート－

ピア・サポートの理念、ピア・サポートの役割、育成する

人材像、オリター・エンター、プレースメントリーダー

(PL)・ジュニアアドバイザ(JA)、教育サポーター(ES)、本

学のピア・サポートの到達点

5

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法2

相手を意欲的にする力－ほめ言葉－

6

ピア・サポートのための基礎知識－現代の若者像－

データに見る若者たちの意識と学力、若者像に関する

識者の意見、現代の若者の特徴、ゆとり教育の検証

7

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法3

表現力とアイコンタクト－無言面接－

8

ピア・サポートのための基礎知識－思春期と青年期－

思春期・青年期の発達と大学生活

9

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法4

相手の気持ちに立って話をする力－アサーション－

10

ピア・サポートのための基礎知識－ピア・サポートで活用

できる教育の方法と技術－

学習指導要領の変遷、教授・学習理論、授業における

学生のメンタル・モデル、優れた授業の条件、Learning 

Pyramid

11

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法5

的確な指示を行う力－図形カード－

12

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法6

相手の立場になって情報を伝える力－トラストウォーク

－

13

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法7

自分の情報を整理する力－強制連結法－

14

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法8

主張し、提案する力－目的分析－

15

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法9

発展演習－マイクロ・プレゼンテーション－
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いわゆる「出席点」の加点は行いません。 

毎回のミニペーパーの書き方については、単なる授業の感想ではなく、授業に主体的に参加していなければ答えられない内容とします。この

点については第1回目の授業で詳しく説明します。なお、ミニペーパーにはQRコードを必ず添付してください。万が一、QRコードを忘れた際に

は、名前に「ふりがな」をつけておいてください。授業で配付した資料もコースツールから取得できるようにしますので、授業時間外に確認して

自習してください。

テキストがない場合、演習に参加することが困難となるので、授業開始までに必ず購入してください。購入が遅れると、生協書籍店頭での入

手が難しくなるので注意すること。その他必要な資料は適宜配布します。 

上記以外にも必要な参考図書は、授業中に紹介します。 

日頃から新聞等で教育問題に関心を持ち、主体的に考える姿勢を求めます。また、演習においてはグループワークが中心となり、各自の責任感

や協調性が求められます。さらに、本授業の受講後もしくは並行してピア・サポートに従事することが望まれます。

各種統計資料や指導、評価方法に関して、国立教育政策研究所（http://www.nier.go.jp/homepage/kyoutsuu/index.html）

各種教育統計に関して(財)日本青少年研究所（http://www1.odn.ne.jp/youth-study/index.htm）

学習指導要領等は文部科学省（http://www.mext.go.jp/）を参照すること。

「ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法」では、毎回異なるグループごとに演習を行います。初めて出会う人たちと様々なコミュニケー

ション・トレーニングを行いますが、恥ずかしがらず、積極的、主体的に取り組んでください。これらは、ピア・サポーターのみならず、教職やボラン

ティア等多くの役割や仕事に共通して求められる技術であり、自分を知り、自分を変えるために必要なトレーニングです。グループ演習では他の

受講生に迷惑がかからないよう、遅刻をしないようにしてください。

本授業を受講する学生には、ES志願者はもちろん、教職志望者やオリター等学内で様々なピア・サポートを志望する学生を想定するほか、西園

寺育英奨学生も積極的に参加してください。ただし、本授業は、ESやオリター等の任用の条件とはしません。

なお、受講者が超過した場合には事務局において受講者調整を行う予定です。 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 本授業において学習したピア・サポートに関する理論やワークを通じて、自分自身が何を学ん

だか、自分がどう変わったかについて、A4二枚程度のレポートを課します。

40 ％

平常点評価 毎回の授業の終わりにその日のテーマに関してミニペーパー（400～500字程度、4点×15回）を

課します。授業で検討したテーマに関して興味関心を持ち、学んだことがらを客観的に見つめる

態度を示していることが評価の基準となります。なお、ミニペーパーへのQRコードの貼り忘れは

1点減点としますので注意してください。

60 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

必携！相互理解を深めるコミュニケーション実践

学（改訂版）

沖裕貴・林德治編著／ぎょうせい／978-4-324-09005-3 C3037／授業開始までに生協

で必ず購入すること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報社会を生き抜くプレゼンテーション技術 林德治編著／ぎょうせい／4-324-06243-9 C3036／

階層化日本と教育危機 苅谷剛彦／有心堂／4-8420-8525 C3037／

他人を見下す若者たち 速水敏彦／講談社現代新書／4-06-149827-4 C0211／

「学び」から逃走する子どもたち 佐藤学／岩波ブックレットNo.524／4-00-009224-3 C0336／

二十歳の原点 高野悦子／新潮社／／

不平等社会日本 佐藤俊樹／中公新書／4-12-101537-1 C1236／

格差社会　何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4-00-431033-4 C0233／

学力を育てる 志水宏吉／岩波新書／4-00-430978-6 C0237／

就職がこわい 香山リカ／講談社／4-06-212269 C0095／

論文の教室 戸田山和久／NHK Books／4-14-001954-9 C1395／

若者はなぜ「就職」できなくなったのか？ 児美川孝一郎／日本図書センター／978-4-284-30444-3／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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遅刻はやめてください。トレーニングが始まると、グループ分けをしていますので、途中参加ができません。

また、私語は慎んでください。これは言うまでもなく、 低限のマナーです。担当教員も、出来る限り分かりやすく、興味を引く授業を心がけます。

授業に対する要望があれば、ミニペーパーに書いてください。できることであれば、必ず次回から配慮します。 

何らかの障がいを持っている学生は、すみやかに担当教員に連絡してください。学習を支援できるようなクラス環境や授業方法について検討しま

す。

担当教員への連絡方法については、初回の授業で説明します。

拡張項目 

その他 / Others
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本学では、学生同士による学生支援のシステムが様々な分野で展開され、双方の成長を図っていく視点から、ピア・サポートの取り組みが蓄積さ

れてきました。特に、初年次における学生支援の一環として、高校から大学へと学びの転換を図っていくうえで、ピア・サポーターの果たす役割は

大きいと言えます。ここで活躍するピア・サポーターを育成するに留まらず、相互支援による学びのコミュニティの裾野を広げていくために、ピア・

サポートの理念・目的をはじめ、コミュニケーション能力や課題解決能力の習得、自大学の歴史や基本的な青年期発達理論への理解が必要と

なります。本授業は、グループワークの手法を活用した演習と講義を組み合わせて行うことで、ピア・サポートに求められる知識、技能、実践力の

獲得を目指します。　

単位数 /  Credit 2

特殊講義（ピア・サポート論） (GB)

担当者名 /  Instructor 江原 武一

14485

（知識・理解）

・青年期の発達理論や現代大学生の特徴をふまえ、ピア・サポートの理念や目的、意義について理解し説明することができる。

・本学におけるピア・サポートの理念・目的や、各種ピア・サポート(オリター制度、ES、TA制度等)の歴史、仕組みを理解し説明することができる。

（関心・意欲・態度）

・ピア・サポートについて自ら学ぶ態度を持ち、講義や演習を通して得た知識や経験を学生生活の様々な場面におけるピア・サポート等の取り組

みに生かそうとする。

（技能・表現）

 ・コミュニケーションや課題解決等の技能を習得し、必要な場面で実際に活用することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

イントロダクション：ピア・サポートの精神

※受講に関する重要事項を説明するため、必ず出席する

こと

自己紹介、授業の到達目標、進め方、成績評価方法

等、各回の授業の概要

2

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法1

聴き手に求められる力－オーディエンス教育－

3

ピア・サポートのための基礎知識－立命館学－

立命館大学の教育と歴史、立命館憲章、建学の精神

「自由と清新」、「平和と民主主義」、立命館学園の構成

4

ピア・サポートのための基礎知識－立命館大学のピア・

サポート－

ピア・サポートの理念、ピア・サポートの役割、育成する

人材像、オリター・エンター、プレースメントリーダー

(PL)・ジュニアアドバイザ(JA)、教育サポーター(ES)、本

学のピア・サポートの到達点

5

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法2

相手を意欲的にする力－ほめ言葉－

6

ピア・サポートのための基礎知識－現代の若者像－

データに見る若者たちの意識と学力、若者像に関する

識者の意見、現代の若者の特徴、ゆとり教育の検証

7

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法3

表現力とアイコンタクト－無言面接－

8

ピア・サポートのための基礎知識－思春期と青年期－

思春期・青年期の発達と大学生活

9

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法4

相手の気持ちに立って話をする力－アサーション－

10

ピア・サポートのための基礎知識－ピア・サポートで活用

できる教育の方法と技術－

学習指導要領の変遷、教授・学習理論、授業における

学生のメンタル・モデル、優れた授業の条件、Learning 

Pyramid

11

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法5

的確な指示を行う力－図形カード－

12

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法6

相手の立場になって情報を伝える力－トラストウォーク

－

13

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法7

自分の情報を整理する力－強制連結法－

14

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法8

主張し、提案する力－目的分析－

15

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法9

発展演習－マイクロ・プレゼンテーション－
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いわゆる「出席点」の加点は行いません。 

毎回のミニペーパーの書き方については、単なる授業の感想ではなく、授業に主体的に参加していなければ答えられない内容とします。この

点については第1回目の授業で詳しく説明します。なお、ミニペーパーにはQRコードを必ず添付してください。万が一、QRコードを忘れた際に

は、名前に「ふりがな」をつけておいてください。授業で配付した資料もコースツールから取得できるようにしますので、授業時間外に確認して

自習してください。

テキストがない場合、演習に参加することが困難となるので、授業開始までに必ず購入してください。購入が遅れると、生協書籍店頭での入

手が難しくなるので注意すること。その他必要な資料は適宜配布します。 

上記以外にも必要な参考図書は、授業中に紹介します。 

日頃から新聞等で教育問題に関心を持ち、主体的に考える姿勢を求めます。また、演習においてはグループワークが中心となり、各自の責任感

や協調性が求められます。さらに、本授業の受講後もしくは並行してピア・サポートに従事することが望まれます。

各種統計資料や指導、評価方法に関して、国立教育政策研究所（http://www.nier.go.jp/homepage/kyoutsuu/index.html）

各種教育統計に関して(財)日本青少年研究所（http://www1.odn.ne.jp/youth-study/index.htm）

学習指導要領等は文部科学省（http://www.mext.go.jp/）を参照すること。

「ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法」では、毎回異なるグループごとに演習を行います。初めて出会う人たちと様々なコミュニケー

ション・トレーニングを行いますが、恥ずかしがらず、積極的、主体的に取り組んでください。これらは、ピア・サポーターのみならず、教職やボラン

ティア等多くの役割や仕事に共通して求められる技術であり、自分を知り、自分を変えるために必要なトレーニングです。グループ演習では他の

受講生に迷惑がかからないよう、遅刻をしないようにしてください。

本授業を受講する学生には、ES志願者はもちろん、教職志望者やオリター等学内で様々なピア・サポートを志望する学生を想定するほか、西園

寺育英奨学生も積極的に参加してください。ただし、本授業は、ESやオリター等の任用の条件とはしません。

なお、受講者が超過した場合には事務局において受講者調整を行う予定です。 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 本授業において学習したピア・サポートに関する理論やワークを通じて、自分自身が何を学ん

だか、自分がどう変わったかについて、A4二枚程度のレポートを課します。

40 ％

平常点評価 毎回の授業の終わりにその日のテーマに関してミニペーパー（400～500字程度、4点×15回）を

課します。授業で検討したテーマに関して興味関心を持ち、学んだことがらを客観的に見つめる

態度を示していることが評価の基準となります。なお、ミニペーパーへのQRコードの貼り忘れは

1点減点としますので注意してください。

60 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

必携！相互理解を深めるコミュニケーション実践

学（改訂版）

沖裕貴・林德治編著／ぎょうせい／978-4-324-09005-3 C3037／授業開始までに生協

で必ず購入すること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報社会を生き抜くプレゼンテーション技術 林德治編著／ぎょうせい／4-324-06243-9 C3036／

階層化日本と教育危機 苅谷剛彦／有心堂／4-8420-8525 C3037／

他人を見下す若者たち 速水敏彦／講談社現代新書／4-06-149827-4 C0211／

「学び」から逃走する子どもたち 佐藤学／岩波ブックレットNo.524／4-00-009224-3 C0336／

二十歳の原点 高野悦子／新潮社／／

不平等社会日本 佐藤俊樹／中公新書／4-12-101537-1 C1236／

格差社会　何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4-00-431033-4 C0233／

学力を育てる 志水宏吉／岩波新書／4-00-430978-6 C0237／

就職がこわい 香山リカ／講談社／4-06-212269 C0095／

論文の教室 戸田山和久／NHK Books／4-14-001954-9 C1395／

若者はなぜ「就職」できなくなったのか？ 児美川孝一郎／日本図書センター／978-4-284-30444-3／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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遅刻はやめてください。トレーニングが始まると、グループ分けをしていますので、途中参加ができません。

また、私語は慎んでください。これは言うまでもなく、 低限のマナーです。担当教員も、出来る限り分かりやすく、興味を引く授業を心がけます。

授業に対する要望があれば、ミニペーパーに書いてください。できることであれば、必ず次回から配慮します。 

何らかの障がいを持っている学生は、すみやかに担当教員に連絡してください。学習を支援できるようなクラス環境や授業方法について検討しま

す。

・教員との連絡方法

E-mail: ehara@fc.ritsumei.ac.jp または内線：（511-）3826

個人研究室：尚学館２階８２６室

個人研究室での面談を希望する場合は、上記のE-メールまたは内線電話により面談の日時を調整します。

拡張項目 

その他 / Others

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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本学では、学生同士による学生支援のシステムが様々な分野で展開され、双方の成長を図っていく視点から、ピア・サポートの取り組みが蓄積さ

れてきました。特に、初年次における学生支援の一環として、高校から大学へと学びの転換を図っていくうえで、ピア・サポーターの果たす役割は

大きいと言えます。ここで活躍するピア・サポーターを育成するに留まらず、相互支援による学びのコミュニティの裾野を広げていくために、ピア・

サポートの理念・目的をはじめ、コミュニケーション能力や課題解決能力の習得、自大学の歴史や基本的な青年期発達理論への理解が必要と

なります。本授業は、グループワークの手法を活用した演習と講義を組み合わせて行うことで、ピア・サポートに求められる知識、技能、実践力の

獲得を目指します。　

単位数 /  Credit 2

特殊講義（ピア・サポート論） (GC)

担当者名 /  Instructor 林 泰子

16937

（知識・理解）

・青年期の発達理論や現代大学生の特徴をふまえ、ピア・サポートの理念や目的、意義について理解し説明することができる。

・本学におけるピア・サポートの理念・目的や、各種ピア・サポート(オリター制度、ES、TA制度等)の歴史、仕組みを理解し説明することができる。

（関心・意欲・態度）

・ピア・サポートについて自ら学ぶ態度を持ち、講義や演習を通して得た知識や経験を学生生活の様々な場面におけるピア・サポート等の取り組

みに生かそうとする。

（技能・表現）

 ・コミュニケーションや課題解決等の技能を習得し、必要な場面で実際に活用することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

イントロダクション：ピア・サポートの精神

※受講に関する重要事項を説明するため、必ず出席する

こと

自己紹介、授業の到達目標、進め方、成績評価方法

等、各回の授業の概要

2

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法1

聴き手に求められる力－オーディエンス教育－

3

ピア・サポートのための基礎知識－立命館学－

立命館大学の教育と歴史、立命館憲章、建学の精神

「自由と清新」、「平和と民主主義」、立命館学園の構成

4

ピア・サポートのための基礎知識－立命館大学のピア・

サポート－

ピア・サポートの理念、ピア・サポートの役割、育成する

人材像、オリター・エンター、プレースメントリーダー

(PL)・ジュニアアドバイザ(JA)、教育サポーター(ES)、本

学のピア・サポートの到達点

5

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法2

相手を意欲的にする力－ほめ言葉－

6

ピア・サポートのための基礎知識－現代の若者像－

データに見る若者たちの意識と学力、若者像に関する

識者の意見、現代の若者の特徴、ゆとり教育の検証

7

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法3

表現力とアイコンタクト－無言面接－

8

ピア・サポートのための基礎知識－思春期と青年期－

思春期・青年期の発達と大学生活

9

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法4

相手の気持ちに立って話をする力－アサーション－

10

ピア・サポートのための基礎知識－ピア・サポートで活用

できる教育の方法と技術－

学習指導要領の変遷、教授・学習理論、授業における

学生のメンタル・モデル、優れた授業の条件、Learning 

Pyramid

11

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法5

的確な指示を行う力－図形カード－

12

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法6

相手の立場になって情報を伝える力－トラストウォーク

－

13

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法7

自分の情報を整理する力－強制連結法－

14

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法8

主張し、提案する力－目的分析－

15

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法9

発展演習－マイクロ・プレゼンテーション－
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いわゆる「出席点」の加点は行いません。 

毎回のミニペーパーの書き方については、単なる授業の感想ではなく、授業に主体的に参加していなければ答えられない内容とします。この

点については第1回目の授業で詳しく説明します。なお、ミニペーパーにはQRコードを必ず添付してください。万が一、QRコードを忘れた際に

は、名前に「ふりがな」をつけておいてください。授業で配付した資料もコースツールから取得できるようにしますので、授業時間外に確認して

自習してください。

テキストがない場合、演習に参加することが困難となるので、授業開始までに必ず購入してください。購入が遅れると、生協書籍店頭での入

手が難しくなるので注意すること。その他必要な資料は適宜配布します。 

上記以外にも必要な参考図書は、授業中に紹介します。 

日頃から新聞等で教育問題に関心を持ち、主体的に考える姿勢を求めます。また、演習においてはグループワークが中心となり、各自の責任感

や協調性が求められます。さらに、本授業の受講後もしくは並行してピア・サポートに従事することが望まれます。

各種統計資料や指導、評価方法に関して、国立教育政策研究所（http://www.nier.go.jp/homepage/kyoutsuu/index.html）

各種教育統計に関して(財)日本青少年研究所（http://www1.odn.ne.jp/youth-study/index.htm）

学習指導要領等は文部科学省（http://www.mext.go.jp/）を参照すること。

「ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法」では、毎回異なるグループごとに演習を行います。初めて出会う人たちと様々なコミュニケー

ション・トレーニングを行いますが、恥ずかしがらず、積極的、主体的に取り組んでください。これらは、ピア・サポーターのみならず、教職やボラン

ティア等多くの役割や仕事に共通して求められる技術であり、自分を知り、自分を変えるために必要なトレーニングです。グループ演習では他の

受講生に迷惑がかからないよう、遅刻をしないようにしてください。

本授業を受講する学生には、ES志願者はもちろん、教職志望者やオリター等学内で様々なピア・サポートを志望する学生を想定するほか、西園

寺育英奨学生も積極的に参加してください。ただし、本授業は、ESやオリター等の任用の条件とはしません。

なお、受講者が超過した場合には事務局において受講者調整を行う予定です。 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 本授業において学習したピア・サポートに関する理論やワークを通じて、自分自身が何を学ん

だか、自分がどう変わったかについて、A4二枚程度のレポートを課します。

40 ％

平常点評価 毎回の授業の終わりにその日のテーマに関してミニペーパー（400～500字程度、4点×15回）を

課します。授業で検討したテーマに関して興味関心を持ち、学んだことがらを客観的に見つめる

態度を示していることが評価の基準となります。なお、ミニペーパーへのQRコードの貼り忘れは

1点減点としますので注意してください。

60 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

必携！相互理解を深めるコミュニケーション実践

学（改訂版）

沖裕貴・林德治編著／ぎょうせい／978-4-324-09005-3 C3037／授業開始までに生協

で必ず購入すること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報社会を生き抜くプレゼンテーション技術 林德治編著／ぎょうせい／4-324-06243-9 C3036／

階層化日本と教育危機 苅谷剛彦／有心堂／4-8420-8525 C3037／

他人を見下す若者たち 速水敏彦／講談社現代新書／4-06-149827-4 C0211／

「学び」から逃走する子どもたち 佐藤学／岩波ブックレットNo.524／4-00-009224-3 C0336／

二十歳の原点 高野悦子／新潮社／／

不平等社会日本 佐藤俊樹／中公新書／4-12-101537-1 C1236／

格差社会　何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4-00-431033-4 C0233／

学力を育てる 志水宏吉／岩波新書／4-00-430978-6 C0237／

就職がこわい 香山リカ／講談社／4-06-212269 C0095／

論文の教室 戸田山和久／NHK Books／4-14-001954-9 C1395／

若者はなぜ「就職」できなくなったのか？ 児美川孝一郎／日本図書センター／978-4-284-30444-3／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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遅刻はやめてください。トレーニングが始まると、グループ分けをしていますので、途中参加ができません。

また、私語は慎んでください。これは言うまでもなく、 低限のマナーです。担当教員も、出来る限り分かりやすく、興味を引く授業を心がけます。

授業に対する要望があれば、ミニペーパーに書いてください。できることであれば、必ず次回から配慮します。 

何らかの障がいを持っている学生は、すみやかに担当教員に連絡してください。学習を支援できるようなクラス環境や授業方法について検討しま

す。

連絡先：　hayashiy@fc.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

その他 / Others



2012 年度シラバス立命館大学

本学では、学生同士による学生支援のシステムが様々な分野で展開され、双方の成長を図っていく視点から、ピア・サポートの取り組みが蓄積さ

れてきました。特に、初年次における学生支援の一環として、高校から大学へと学びの転換を図っていくうえで、ピア・サポーターの果たす役割は

大きいと言えます。ここで活躍するピア・サポーターを育成するに留まらず、相互支援による学びのコミュニティの裾野を広げていくために、ピア・

サポートの理念・目的をはじめ、コミュニケーション能力や課題解決能力の習得、自大学の歴史や基本的な青年期発達理論への理解が必要と

なります。本授業は、グループワークの手法を活用した演習と講義を組み合わせて行うことで、ピア・サポートに求められる知識、技能、実践力の

獲得を目指します。　

単位数 /  Credit 2

特殊講義（ピア・サポート論） (GD)

担当者名 /  Instructor 鳥居 朋子

14572

（知識・理解）

・青年期の発達理論や現代大学生の特徴をふまえ、ピア・サポートの理念や目的、意義について理解し説明することができる。

・本学におけるピア・サポートの理念・目的や、各種ピア・サポート(オリター制度、ES、TA制度等)の歴史、仕組みを理解し説明することができる。

（関心・意欲・態度）

・ピア・サポートについて自ら学ぶ態度を持ち、講義や演習を通して得た知識や経験を学生生活の様々な場面におけるピア・サポート等の取り組

みに生かそうとする。

（技能・表現）

 ・コミュニケーションや課題解決等の技能を習得し、必要な場面で実際に活用することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

イントロダクション：ピア・サポートの精神

※受講に関する重要事項を説明するため、必ず出席する

こと

自己紹介、授業の到達目標、進め方、成績評価方法

等、各回の授業の概要

2

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法1

聴き手に求められる力－オーディエンス教育－

3

ピア・サポートのための基礎知識－立命館学－

立命館大学の教育と歴史、立命館憲章、建学の精神

「自由と清新」、「平和と民主主義」、立命館学園の構成

4

ピア・サポートのための基礎知識－立命館大学のピア・

サポート－

ピア・サポートの理念、ピア・サポートの役割、育成する

人材像、オリター・エンター、プレースメントリーダー

(PL)・ジュニアアドバイザ(JA)、教育サポーター(ES)、本

学のピア・サポートの到達点

5

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法2

相手を意欲的にする力－ほめ言葉－

6

ピア・サポートのための基礎知識－現代の若者像－

データに見る若者たちの意識と学力、若者像に関する

識者の意見、現代の若者の特徴、ゆとり教育の検証

7

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法3

表現力とアイコンタクト－無言面接－

8

ピア・サポートのための基礎知識－思春期と青年期－

思春期・青年期の発達と大学生活

9

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法4

相手の気持ちに立って話をする力－アサーション－

10

ピア・サポートのための基礎知識－ピア・サポートで活用

できる教育の方法と技術－

学習指導要領の変遷、教授・学習理論、授業における

学生のメンタル・モデル、優れた授業の条件、Learning 

Pyramid

11

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法5

的確な指示を行う力－図形カード－

12

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法6

相手の立場になって情報を伝える力－トラストウォーク

－

13

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法7

自分の情報を整理する力－強制連結法－

14

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法8

主張し、提案する力－目的分析－

15

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法9

発展演習－マイクロ・プレゼンテーション－
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いわゆる「出席点」の加点は行いません。 

毎回のミニペーパーの書き方については、単なる授業の感想ではなく、授業に主体的に参加していなければ答えられない内容とします。この

点については第1回目の授業で詳しく説明します。なお、ミニペーパーにはQRコードを必ず添付してください。万が一、QRコードを忘れた際に

は、名前に「ふりがな」をつけておいてください。授業で配付した資料もコースツールから取得できるようにしますので、授業時間外に確認して

自習してください。

テキストがない場合、演習に参加することが困難となるので、授業開始までに必ず購入してください。購入が遅れると、生協書籍店頭での入

手が難しくなるので注意すること。その他必要な資料は適宜配布します。 

上記以外にも必要な参考図書は、授業中に紹介します。 

日頃から新聞等で教育問題に関心を持ち、主体的に考える姿勢を求めます。また、演習においてはグループワークが中心となり、各自の責任感

や協調性が求められます。さらに、本授業の受講後もしくは並行してピア・サポートに従事することが望まれます。

各種統計資料や指導、評価方法に関して、国立教育政策研究所（http://www.nier.go.jp/homepage/kyoutsuu/index.html）

各種教育統計に関して(財)日本青少年研究所（http://www1.odn.ne.jp/youth-study/index.htm）

学習指導要領等は文部科学省（http://www.mext.go.jp/）を参照すること。

「ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法」では、毎回異なるグループごとに演習を行います。初めて出会う人たちと様々なコミュニケー

ション・トレーニングを行いますが、恥ずかしがらず、積極的、主体的に取り組んでください。これらは、ピア・サポーターのみならず、教職やボラン

ティア等多くの役割や仕事に共通して求められる技術であり、自分を知り、自分を変えるために必要なトレーニングです。グループ演習では他の

受講生に迷惑がかからないよう、遅刻をしないようにしてください。

本授業を受講する学生には、ES志願者はもちろん、教職志望者やオリター等学内で様々なピア・サポートを志望する学生を想定するほか、西園

寺育英奨学生も積極的に参加してください。ただし、本授業は、ESやオリター等の任用の条件とはしません。

なお、受講者が超過した場合には事務局において受講者調整を行う予定です。 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 本授業において学習したピア・サポートに関する理論やワークを通じて、自分自身が何を学ん

だか、自分がどう変わったかについて、A4二枚程度のレポートを課します。

40 ％

平常点評価 毎回の授業の終わりにその日のテーマに関してミニペーパー（400～500字程度、4点×15回）を

課します。授業で検討したテーマに関して興味関心を持ち、学んだことがらを客観的に見つめる

態度を示していることが評価の基準となります。なお、ミニペーパーへのQRコードの貼り忘れは

1点減点としますので注意してください。

60 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

必携！相互理解を深めるコミュニケーション実践

学（改訂版）

沖裕貴・林德治編著／ぎょうせい／978-4-324-09005-3　C3037／授業開始までに生

協で必ず購入すること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報社会を生き抜くプレゼンテーション技術 林德治編著／ぎょうせい／4-324-06243-9 C3036／

階層化日本と教育危機 苅谷剛彦／有心堂／4-8420-8525 C3037／

他人を見下す若者たち 速水敏彦／講談社現代新書／4-06-149827-4 C0211／

「学び」から逃走する子どもたち 佐藤学／岩波ブックレットNo.524／4-00-009224-3 C0336／

二十歳の原点 高野悦子／新潮社／／

不平等社会日本 佐藤俊樹／中公新書／4-12-101537-1 C1236／

格差社会　何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4-00-431033-4 C0233／

学力を育てる 志水宏吉／岩波新書／4-00-430978-6 C0237／

就職がこわい 香山リカ／講談社／4-06-212269 C0095／

論文の教室 戸田山和久／NHK Books／4-14-001954-9 C1395／

若者はなぜ「就職」できなくなったのか？ 児美川孝一郎／日本図書センター／978-4-284-30444-3／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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遅刻はやめてください。トレーニングが始まると、グループ分けをしていますので、途中参加ができません。

また、私語は慎んでください。これは言うまでもなく、 低限のマナーです。担当教員も、出来る限り分かりやすく、興味を引く授業を心がけます。

授業に対する要望があれば、ミニペーパーに書いてください。できることであれば、必ず次回から配慮します。 

何らかの障がいを持っている学生は、すみやかに担当教員に連絡してください。学習を支援できるようなクラス環境や授業方法について検討しま

す。

担当教員への連絡方法については、初回の授業で説明します。

拡張項目 

その他 / Others
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数学は理性の音楽であり，知者の武器であり，人類の文化そのものと言える。本授業は，数学を必ずしも得意としない受講者を対象に，そのリメ

ディアル教育の一環として，数学的な内容・方法を講ずるものである。時間数の制約上，内容知すなわち知識・技能よりも，方法知すなわち数学

を探究し構成する手法に焦点を当てた上で，数学上の幾つかの重要なトピックを楽しみながら振り返る。

事前履修が必要な科目は特にありません。日頃から，物事を数学的に考える習慣をつけていきましょう。 

特別な事情がない限り，開講回数の２／３以上を出席することを単位認定の基本条件とします。

本授業では，小学校から高等学校までに習ってきた数学的知識を学び直す事例が多くあります。授業でも基礎から分かりやすく解説しますが，

教科書等を用いて必要に応じて自主的に復習することを勧めます。 

単位数 /  Credit 2

数学入門 (S)

担当者名 /  Instructor 小原 豊

13623

１ 数学を人類の社会文化的な所産と捉え，その学習に深い関心・意欲をもつことができる。

２ 数学的なリテラシーの基礎を身につけ，必要に応じて高等学校以前に学んだ数学的内容を再構成できる。

本授業は，日常感覚と切り離された数学的教養を身につけるのではなく，各トピックを通じて適切な数学的着想と手法を学び直していきます。数

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第01回

人はなぜ数学を学ぶか？

数学の文化史，民主主義，黄金比，懸賞金問題

第02回

数学的な方略

ストラテジーとタクティクス，発見法，単純化，特殊化，カ

プレカル操作

第03回

数学的な推論①蓋然・必然と命題操作

帰納・演繹・類比，仮説推論(abduction)，合接・離接，含

意，逆・裏・対偶

第04回

数学的な推論②誤った推論と論駁

反例・反証，過般化，ラカトシュモデル

第05回 

“必勝法” の数理

ゲーム理論，スプラウト，Win-Win，勝率と期待値

第06回

統計的リテラシー①説得する

分散，分布，偏差，統計的仮説，検定・推定

第07回

統計的リテラシー②虚偽を見抜く

比較の論理，平均の嘘，グラフ選定と錯視

第08回 

数学の実験とは？①数学に触れる

模型・実験，正多面体，δ多面体，オイラー標数

第09回

数学の実験とは？②別次元をみる

拡張・一般化，平面の分割，立体の分割，フラクタル

第10回

折り紙の数理①平面

オリガミクス，平行・対称・回転移動，正多角形の構成，

二次曲線

第11回

折り紙の数理②空間

オリガミクス，正多面体の構成，非ユークリッド操作

第12回

数学と文化①芸術に潜む数理

ピタゴラス音階，黄金比，フィボナッチ数列

第13回

数学と文化②和算の世界

九章算術，塵劫記，算木，算額，油分け算，薬師算

第14回

数学と文化③異文化の計算法

計算法の文脈依存，比と関数の思想

第15回

市民の数学： Numeracy とは？

数理思想，バーコードの数学，多様な税計算

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 終講義の際に数学の簡潔な作問レポートを課す。50 ％

平常点評価 出席を重視する。また平常点（学習・発表態度，質問内容，討論参加等）も加算する。50 ％
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その他，参考となる資料は随時紹介し，必要に応じて抜粋を配布します。

数学のリメディアル学習につながるsiteを授業時に随時紹介していきます。

授業において不明な点，疑問に感じた点を大切にして，まずは自らその解消に努めて下さい。またＰＣを利用した授業を行う場合もあります。

学に王道無し。楽な近道はありませんが，知る喜びを軸に主体的に学ぶことで必ず数学的なリテラシーが身につきます。

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いかにして問題をとくか G. ポリア／丸善／4-621-04593-8／未知の問題にアプローチする上での古典的名著

世界は数理でできている Ｌ. Ａ. スティーン／丸善／4-621-04742-6／次元，量，不確実性，形，変化という着想

から数学を省みる

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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小学校，中学校理科（物理，地学）で扱うテーマを中心に，基礎知識，またその方法（科学の方法）の修得をめざす。また，単に学校理科にとどま

らず，科学リテラシーの涵養という観点から，社会現象を科学の目で捉えるための様々な手法，またそのための基礎知識について学習を深め

る。現代を生きる者の科学という観点を強調したい。講義形式が主になるが，実験，観察，討論等様々な手法を駆使して，学習者の「科学する

心」をもう一度目覚めさせたい。将来小学校の教員を目指す学生の受講を望む。

本科目は，今後展開される教職科目「初等理科教育法」，「初等理科」の基礎科目という位置づけも担っています。「教職に関する科目」，また「教

科に関する科目」については計画的に履修するよう心がけてください。また，子ども社会専攻以外の学生でも，学校理科に興味関心のある者の

受講を認めます。 

特に，第14，15回で行う模擬実験での取り組み（発表，またそれまでの活動）については，平常点として高く評価します。あわせて，試験を実

施し，問題作成，またその作問の意図の作成を通して，問題意識の高さと知識の定着を評価します。また，出席を重視します（３分の１以上

の欠席は評価の対象から除外します）。

「各家庭の電気の配線は並列ですか，直列ですか」など，毎授業後，理科の内容に関連した面白クイズを出します。各個人の質問・指導，また解

答はメール等で行いますが，それを導入として授業を進めて行きます。 

単位数 /  Credit 2

理科入門Ⅰ (S)

担当者名 /  Instructor 山下 芳樹

13624

① 小学校，中学校理科の内容，方法が理解できる。

② 日ごろ感じている疑問を，身近な素材で確かめられる。　

③ 科学リテラシーの観点から，理科の内容が再構成できる。

④ 科学の方法を駆使して，テーマに即した討論に参加，発表ができる。

⑤「人の関わりとしての理科」という観点から，学校理科のあるべき姿を模索できる。　

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回～３回 

理科とは何か－身近な素材を使って自然に親しむ－

小学校理科（第１回），中学校理科（第２回），高等学校

理科（第３回）で学んできたものは何かを知ろう

第４回～６回 

理科の内容と方法（その１）　－小学校の理科の素材から

－

小学校理科をテーマにして（振り子（第４回）や電気・磁

石（第５，６回）等を題材にして）科学の方法について学

ぶ

第７回～９回 

理科の内容と方法（その２）　－中学校の理科の素材から

－

中学校理科をテーマにして（地球の自転・公転（第７，８

回）や溶ける不思議（第９回）を題材にして）学ぶ

第１０回～１２回

理科の内容と方法（その３）　－地球の環境（科学のリテ

ラシー）を題材にして【ゲストスピーカーの授業】－

地球環境をテーマに，科学的なものの見方・考え方と

「理科の教材」の役割について学ぶ

第１３回 

科学リテラシーとしての理科（その１）　－生きる力と理科

－　　【レポート課題の提示】

テーマごとの演習，討論（ゲストスピーカーの話しから小

学校・中学校の理科の実態を知る）　

第１４回 

科学リテラシーとしての理科（その２）　－理科の知識と方

法－ 【レポート課題についての質疑】

テーマごとの演習，討論（与えられた課題から理科の実

験をデザインする）

第１５回 

課題レポートの発表（各班１０分）とその講評（３０分）

理科としてのまとめ方，レポート作成の仕方，発表の仕

方について学ぶ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 (40%)授業内レポート

　授業で扱ったいくつかのテーマを元にして各自が興味関心を引いたテーマについて，理科（科

学）の方法の運用，また知識の定着を見ます。実験で得られた結果からどのようなことが引き

出せるか，そのまとめ方についても評価します。

(60%)

　①講義時に出す課題，またクイズに対する解答内容，また応答回数等を評価します。討論会

での発表，調べ学習，また態度等を評価します。特に，第13～15回での発表会での積極性を評

価します。

　②各自のテーマに従って作問し，作問の狙いとともに模範解答を作成する。問題作成，またそ

の作問の意図の作成を通して，問題意識の高さと知識の定着を図る。

100 ％
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資料はその都度配布します。

種々の参考書（資料）については，授業時に伝えます。

必要に応じて伝えます。 

理科入門Ⅰでは私だけの理科の参考書をつくってもらいます。そのための資料（作り方など）は授業時に連絡します。また、授業は理科実験室も

使います。実験室は人数によっては使えないこともあります。

受講生に関して，特に将来小学校教員を目指す学生の受講を望みます。本科目が，初等理科教育法の前段階的な意味を持っていますので，そ

れに適した形で授業を進めていきます。受講の際には，この点について充分に注意してください。

○ 小学校，中学校，また高等学校の理科の教科書を持参することが望ましい。

　（毎回プリント等で資料は提供します。）

○ 理科が嫌いな学生ほど受講する価値があります。なぜ嫌いなのかを明確にしておくことが受講の際の大切な条件です。

○ 日ごろ感じている疑問を身近な素材で追求していきます。 

講義時にメールアドレスを伝えます。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Ｑ＆Ａでわかる物理科学（１，２，３） ／丸善／４－６２１－０７２３７－４／知識の宝庫（クイズ形式で楽しく学べます）

理数オンチも科学にめざめる　高校物理検定外

教科書

山下芳樹／宝島社／4-7966-6026-6／理数オンチの人には 適

理科は理科系のための科目ですか 山下芳樹／森北出版／４－６２７－１６１２１－２／教科書、資料集として活用

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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いま、時代は「文明の転換点」を迎えています。すべての市民が、将来の科学技術の在り方について、自分たちで考えて判断する力を身につけ

る必要があります。そのために、本科目では、単に学校理科にとどまらず，科学リテラシーの涵養という観点から，社会現象を科学の目で捉える

ための様々な手法，またそのための基礎知識について学習を深めます。そして、学生が身近な生活から理科に関するテーマを選び、そのテーマ

について調べ、実験や実習をまじえて、科学概念を分かりやすく説明できるようになることを目指します。

本科目は，今後展開される教職科目「初等理科教育法」，「初等理科」の基礎科目という位置づけも担っています。教職を目指す人は「教職に関

する科目」や「教科に関する科目」については計画的に履修するよう心がけてください。また，子ども社会専攻以外の学生でも，学校理科に興味

関心のある者の受講を認めます。中学・高校時代に理科が嫌いだった人、苦手だった人も歓迎です。

全員に課題研究発表とそのレポート提出を課します。課題研究については、時間外に班で集まって取り組む必要があります。

単位数 /  Credit 2

理科入門Ⅱ (S)

担当者名 /  Instructor 内村 浩

16326

①自然科学の基礎的な概念について理解する。

②科学的なものの見方、考え方、態度を身につける。

③身近な生活や社会の中からテーマを選び、選んだテーマについて調べ、基礎的な科学概念を使って分かりやすく説明することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

全ての市民にとっての科学リテラシー、モデル授業(1)

科学リテラシー、浮力

2

モデル授業(2)

進化

3

授業における導入と発問の役割

授業のデザイン、導入、発問

4

班会議（課外研究発表の準備）

協同学習、Learning、授業のデザイン

5

国際学力調査から見える我が国の課題

キーコンピテンシー，ＰＩＳＡ

6

班会議（課題研究発表の準備）

協同学習、Learning、授業のデザイン

7

課題研究発表(1)

色と光、赤外線、紫外線、X線、電磁波

8

課題研究発表(2)

熱と温度、熱機関、エアコンの原理、未来のエネルギー

9

課題研究発表(3)

プラスチック、金属、物質の合成、資源の有効利用

10

課題研究発表(4)

繊維、衣料、食品中の主な成分、食品添加物の安全性

11

課題研究発表(5)

光合成、食糧生産、動物の行動、食物連鎖

12

課題研究発表(6)

微生物とその利用、生態系、人の視覚

13

課題研究発表(7)

天体、太陽系と地球、宇宙探査

14

課題研究発表(8)

自然災害、地震と津波、自然景観の成り立ち

15

科学技術と市民のかかわり

科学リテラシーと理科教育

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 単位認定の前提条件：

①出席率３分の２以上，②レポート提出（全て），③課題研究発表とそのレポート

評定基準：

100 ％
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本科目は、実践的・体験的に学ぶ科目です。そのため、出席重視！　遅刻厳禁！です。

種々の参考書（資料）については，授業時に伝えます。

・理科に関するリンク集（下記のホームページの左下にあります）

http://ph1.ed.hiroshima-u.ac.jp/rich/

・理科ネットワーク（科学技術振興機構）：映像コンテンツが豊富です。

http://rikanet2.jst.go.jp/

・理科アイデアカード

http://ph1.ed.hiroshima-u.ac.jp/kojima/ideacard/

初に班を編成するため，１回目の講義に必ず出席してください。

予定は急に変更になる場合があります。また，毎回の講義でいろいろ連絡があります。休んだ場合は，友人に聞くなどして，自分で情報を確認し

てください。

本科目の学習スタイルは、教師から受動的に知識を教えてもらうというTeaching ではありません。学生が主体となって共に学び合うという 

Learning です。皆さんの積極的な参加を願っています。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

上記の前提条件を満たした人を対象に，下記の合計点をもとに成績を評定します。

ア．出席状況（50％），イ．課題研究発表（20％）、課題のレポート（30％）で評価します。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

科学と人間生活 ／東京書籍(2012)／／教科書は授業で斡旋します。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

おもしろ実験・ものづくり事典 左巻健男・内村浩／東京書籍(2009)／978-4487797011／

授業に活かす！理科教育法・中高校編 左巻健男・内村浩／東京書籍(2009)／978-4487803354／
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皆さんに聞きたいのだが、高校までの日本史は暗記科目の印象が強かったのではないか。ただただ年号を覚え、人名を覚える…確かにそれで

テストの点は取れたかもしれないが、そんな勉強をしていては、なぜ歴史を学ばなければいけないのか、その意味はわからないままだったので

はないか。

この講義ではたった一つの事件やたった一人の人物にこだわり、それを深く深く掘り下げていく。また高校では絶対に扱わないような様々なジャ

ンルの歴史について講義していく。

それはなぜか？

歴史を知ることで今の世の中をどう深く理解できるのか、現代に生きている私たちにとって歴史を学ぶ意味や意義とはなんなのかを考えてもらう

きっかけにしたいからである。

講義はできるだけ分かりやすく、専門外の学生さんにも理解できるように工夫するつもりなので、気楽にどうぞ。

特にありません。

歴史は人間が積み重ねたたくさんの轍（わだち）です。

それを深く理解できるようになるには、人生経験を積み重ねていく必要があると思います。

人生に無意味なものもなければ、知識に無駄なものもありません。

様々な講義を受講したり、色々な人生経験をして、

人間の幅を広げられるよう努力してみてはいかがでしょうか。

単位数 /  Credit 2

新しい日本史像 (S)

担当者名 /  Instructor 山崎 有恒

16226

１）歴史が今の世の中を考えるうえで、重要な切り口になることを知ることができる。

２）歴史を学ぶ意味や意義を理解することができる。 

３）歴史が好きになる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

受験に際し、北野天満宮にお参りすることに意味なんて

あるのか？

この講義の流れを説明します

第２回

人はなぜ疲れると海を見に行きたくなるのか？

太陰暦、明治改暦、過労死、丑の刻参り

第３回

病気にならないためにはどうすればいいのか？

養生書、気の文化、温泉

第４回

スローフードが大切なわけ

京都うんこ大戦争、パリの下水道、有機農法、コレラ

第５回

なぜ私たちは就職活動をしないといけないのか？

立身出世、ネパール、虎の門事件、難波大助

第６回

どんな女性を美しいと思いますか？

化粧、新美人、旧美人、大日本衛星会

第７回

高校などで能を見学すると、100％寝てしまうのはなぜ？

岩倉使節団、グラント、オペラ、そして能

第８回

初めてＨをした日に、お母さんの顔をまともに見られな

かったのはなぜ？

性の指南書、男女七歳にして席を同じうせず、大英帝

国、処女膜の発見

第９回

案外外国人の方がニッポン大好きな気がしませんか？

お雇い外国人、コンドル、ベルツ、フェノロサ

第１０回

奇跡の人、伊藤博文。もしくはコンプレックスとはかくも恐

ろしき

伊藤博文、長州ファイブ、この国に歴史はありません

第１１回

なんでこんなにも世界で日本は孤立しているのだろう？

トルコ、エチオピア、マリア・ルーズ号事件

第１２回

政党政治って本当に必要なの？

濱口雄幸、金解禁、ロンドン軍縮条約

第１３回

ゆとり教育は歴史的にみると必要だったんじゃないかと

ゆとり教育、教科書、教科書疑獄事件、＆京都

第１４回

日本の裁判制度ってやばくない？

裁判員裁判、司法官弄花事件、児島惟謙
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特になし

特になし

講義で聞いたことを、授業外においても良く考えてみてください。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第１５回

今私が暮らしている世界って、結局のところどうなんだろ

う？

進歩の歴史学～アダムスミス、マルクス。アジアの歴史

学～イブンハルドゥーン、そして竜安寺石庭

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） ただしＱＲコードシールを貼ったコミュニケーションペーパーを5枚以上提出したもののみ、試験

の受験資格ありとします。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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日本はアメリカと常に密接なかかわりを保ちながら近現代の歴史を築き上げてきた。本講義では、日本と共に太平洋社会の主要な一員であるア

メリカ合衆国の歴史を学ぶことによって、日本およびアメリカの「未来」を考えるための指針となるような、「過去」との対話を行う。

特になし。高校時代、世界史を履修したかどうかについては問わない。

講義中に指示されたテキストの該当ページをきちんと読みましょう。また、併せて参考文献にも目を通すと、より世界が広がります。教員に教えて

もらおう、という受け身の姿勢ではなく、自分から疑問点を見つけ出し、どんどん調べる攻めの姿勢を持つことが出来ればいいですね。

単位数 /  Credit 2

アメリカの歴史 (S)

担当者名 /  Instructor 小川 真和子

16269

史資料解釈を基礎とする歴史学の基礎を学ぶ。そして歴史学的な物の見方とは何か、といった基本的なことを踏まえながら、現代のアメリカ社会

が、これまでどのような歴史的経緯を経て今日の姿になったのか、俯瞰的に学ぶことを本講義の目的とする。

歴史＝暗記科目＝つまらない、という、高校時代までの詰め込み教育・偏差値偏重教育が生み出したトラウマを抱えた学生ほど歓迎する。逆

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

「日本人にとってのアメリカ」について考える

ポピュラーカルチャー、ファーストフード、米軍基地

２

アメリカ史を考える上での基本的概念について学ぶ

人種、エスニシティ、階級、ジェンダー、宗教

３

ヨーロッパ移民の植民地建設と先住民との関係について

学ぶ

プリマス、ポカホンタス、

４

アメリカ革命と連邦共和国の形成について学ぶ

独立戦争、独立宣言、合衆国憲法

５

奴隷制に関する議論の展開と南北戦争について学ぶ

リンカーン大統領

６

フロンティアの発展と先住民排斥の経緯について学ぶ

トクヴィル、西部開発、明白な運命

７

都市の形成と貧困問題について学ぶ

移民流入、アメリカニゼーション、

８

アジア系住民のアメリカへの移動について学ぶ

契約移民、排日運動

９

アメリカ帝国主義の膨張

米西戦争、フィリピン

１０

「太平洋の十字路」ハワイの発展とアメリカによる併合

ハワイ王国、日系移民、

１１

太平洋戦争について学ぶ

人種偏見、第二次世界大戦と戦後構想

１２

冷戦の展開について学ぶ

米ソ冷戦、朝鮮戦争、マッカーシズム、ベトナム戦争

１３

公民権運動・女性運動などマイノリティ運動について学ぶ

人種差別体制の動揺、フェミニズム

１４

保守主義の台頭について学ぶ

強いアメリカ、冷戦終結、湾岸戦争

１５

多様なアメリカとグローバル化について考える。

移民法改正、多文化主義、グローバルエコノミーの形成

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 普段、講義をしっかりと聞き、質問に答え、頭を使い、教科書に目を通しておけば出来ます。逆

に講義中、居眠りにいそしみ、教科書は 後まで触れもせず、他人のノートを頼りに受験すれ

ば落ちる問題を出します。

100 ％
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参考文件については講義中に指示する。

講義中に指示する。

授業にはきちんと出席しましょう。遅刻も講義の妨げになるので御法度です。

に、安易な単位取得を目指す怠け者学生は、この講義には近づかないこと！歴史学は史料を基に自分の頭を大いに使って考え、解釈するのが

本来の姿。質問、意見、大いに結構！でも居眠り、おしゃべり、内職学生は容赦なく教室からつまみだす。歴史をネタに皆さんと一緒に大いに語

り、考え、歴史的思考を楽しみましょう。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

アメリカの歴史　テーマで読む多文化社会の夢

と現実

有賀夏紀・油井大三郎編／有斐閣アルマ／4-641-12162-1／第一回目の講義から使

用します

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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　イスラームに関する基礎知識を体系的に学ぶ。以下の三点について、イスラームの多様性に配慮しつつ順に解説を加える。

（1）イスラームとは、何を信じ何を行うことか

（2）イスラームがムスリムの生活・文化・社会に与える影響

（3）イスラーム世界諸地域の歴史と現状

　特になし。

　普段からイスラーム世界関係のニュースに注目しておくと本講義の理解も深まると思われる。

単位数 /  Credit 2

イスラーム世界の多様性 (S)

担当者名 /  Instructor 矢島 洋一

13511

（1）イスラームに関する正確な基礎知識を修得する。

（2）イスラーム世界の多様性を認識する。

　受講者は継続して出席すること。また各自ノートをとって講義内容を整理しておくこと。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

イスラームの起こり

授業の進め方、ムハンマド、クルアーン、ハディース

2

イスラームの基本教義

六信五行

3

宗派

スンナ派、シーア派

4

イスラーム法

シャリーア、法源、学説法

5

ムスリムの生活習慣

食事、服装、右と左

6

死

来世、埋葬

7

ムスリム美術

偶像崇拝の禁止、絵画、書道、工芸、建築

8

トルコ

世俗主義

9

イラン

イスラーム主義

10

アラブ諸国（1）

共和制、エジプト、シリア

11

アラブ諸国（2）

君主制、湾岸諸国

12

東方イスラーム

中央アジア、南アジア、東南アジア

13

ヨーロッパ

移民、スカーフ

14

日本とイスラーム（1）

日本・イスラーム関係史

15

日本とイスラーム（2）

現在の日本とイスラーム

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） すべて講義の内容から出題し、知識の修得度をはかる。100 ％
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　必要に応じて何度かプリントを配布する。ただし、本講義のプリントは講義内容のまとめではなく資料にすぎないので、上述のように必ず

ノートをとること。

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

岩波イスラーム辞典 大塚和夫ほか（編）／岩波書店／4000802011／イスラーム関係の用語を調べるのに

便利である。

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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宇宙は私たちが観測でき、その上考えられるすべての天体の大集団とそれを含む全空間を含んでいる。しかもこれを宇宙誕生のはるか昔から

無限の未来にわたって考えた場合、時間と空間の一切全部が宇宙であり、従って宇宙誕生が我々の故郷と考えられる。そこで、 初に宇宙科学

の基礎的な事柄として、素粒子、原子核、原子と分子、相転移と超伝導、量子と実在、エントロピーを学んだ後、宇宙の進化に沿って、宇宙誕生

から始めて、銀河、恒星、太陽、地球の順序で講義を進める。

履修しておく科目は特にないです。宇宙と言う広大な自然に眼を向けることにより私たちが持っている感覚（五感：視覚、聴覚、味覚、匂覚、触

覚）を敏感にし、総合的な観点から自然を見る事の重要性を学んでほしい。そのために教科書並びに参考書を読むことを勧める。また、日常報

道される科学ニュースに眼を向けていただきたい。科学の考え方や分析の進め方を私たちの身近な現象に適用し、これからをどのように生きる

かを考えるきっかけにしてほしい。

単位数 /  Credit 2

宇宙科学 (S)

担当者名 /  Instructor 吉村 幸雄

16266

本講義では、宇宙をテーマに科学するため、先ずその基本法則である物理学の概念を学習した後、宇宙の進化について理解を深め、宇宙の誕

生から我々が住む地球の誕生から現在までを学ぶことを目標とする。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

授業概要、序論

宇宙物理学を学ぶ意義、宇宙の観測、宇宙からの情報

（可視光線、電磁波、距離、時間）

２

基礎的な事柄、素粒子

物理量のスケール、基本定数、素粒子の仲間たち、素

粒子に働く力、クオーク

３

素粒子　－世界の構成要素ー

素粒子物理学の歩み、素粒子の仲間たち、 素粒子に

働く力

４

素粒子

陽子、　中性子、　クォーク、　レプトン、　グルーオン、　

ニュートリノ

５

原子と分子　―物質界の煉瓦―

原子の構造、水素原子の場合、水素以外の原子の場

合、元素の周期律、原子から分子、原子の物理学の課

題

６

相転移と超伝導、量子と実在

超伝導の機構、完全反磁性、電子の粒子性と波動性、

粒子と波、光

７

相転移と超伝導　－ミクロからマクロー

1986年の出来事、オンネスの発見、相転移、水の相転

移、磁石の相転移、超伝導はなぜ起きるか、完全反磁

性―超伝導の 大の特徴―、電流と磁場、超伝導の応

用

８

量子と実在 －現実と幻想のはざまでー

粒子としての電子、　波としての電子、　粒子と波（粒子

の波動性、de Broglie 波）、光も粒子であり波である、　

弱い光も干渉縞を作る、電子の運動

９

エントロピー　　－過去は戻らないー

自由エネルギー、 エントロピー、 自然対数、 熱力学第

一・第二法則、 変化の向き、 (情報のエントロピー) 、 ゆ

らぎ、エントロピーをめぐる話題：　宇宙の将来、資源と

環境

１０

宇宙　－光と闇ー

オルバースのパラドックス、　銀河の運動、スライファー 

― ハッブル― ファーソン、パラドックスの解決、　理論

からのアプローチ、ガモフの夢

１１

宇宙　－光と闇ー

ガモフたちの予言―宇宙マイクロ放射―、　過去の再

現、定常宇宙論、宇宙の暗黒物質、可能な未来、インフ

レーション、宇宙の大規模構造、 宇宙は我々の宇宙だ

けか

１２

恒星　－ 果てしない輪廻 ー

1987年の出来事、漂う雲、星の誕生、水素燃料への点

火、主系列星、太陽は大飯くらい、赤い巨人、終末、宇

宙の素材、　取り残された芯、新たな誕生

１３

恒星　－果てしない輪廻ー

終末、宇宙の素材、　取り残された芯、　新たな誕生、パ

ルサーの発見、　パルサーは中性子星である、　ブラッ

ク・ホール

１４

　太陽系　－地球の家族たちー

惑星の素顔、惑星はどのようにして誕生したのか、太陽

系が誕生した時刻、惑星を作るもの、惑星の位置、重要

な問題
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授業は教科書の項目に沿って進める。尚、学生諸君は本書を教科書としてだけ読むに止まらず、ここから科学のより広い世界へ眼を向けて

いって欲しい。

講義はパワーポイントを使って行う。講義で使うパワーポイントはWebの講義レジメで閲覧できるようにしておくので、予習、復習に利用するように

してください。

授業は授業スケジュールに沿って毎回異なった内容で行う。従って、途中の欠席はその後の講義内容の理解を妨げる。欠席した場合はWebの

講義レジメで自習しておくこと。

 宇宙と言う広大な自然に眼を向けることにより私たちが持っている感覚を敏感にし、総合的な観点から自然を見る事の重要性を学んでほしい。

そのために教科書並びに参考書を読むことを勧める。

吉村幸雄・E-mail:　 yukio@pl.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

１５

地球

宇宙の中の地球、大気の形成、海洋の形成と大気、光

合成生物の誕生、地球の内部構造、プレートテクトニク

スの誕生、月の起源

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験で評価する。試験問題は15回の講義内容を全て含んだ話題で作るようにする。試験

は、教科書、自筆ノート及び Web講義レジメを持ち込み可とするので、これを使って解答してくだ

さい。問題の解答は記述形式です。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

宇宙・物質・生命―進化への物理的アプローチ

―

高橋光一　／吉岡書店／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

宇宙論のすべて 池内　了／新書館／／

宇宙をあやつるダークマター 池内　了／岩波書店／／

基礎からわかる天文学 半田　利弘／誠文堂新光社／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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①映像の原点、②映像と表現の方法、③映像と社会

以上の3点を軸に、歴史的視点を土台として、多数の実例（視聴覚資料）を紹介しながら、映像文化の諸相を検討していく。また、専門を問わずに

様々な学問に取り組む上で基礎となる知識と思考法を提示する。

美学美術史、哲学、社会学、心理学、映画研究などの知識は講義の理解を深める上で役立ちます。

積極的に映像の経験を増やすこと

単位数 /  Credit 2

映像と表現 (SA)

担当者名 /  Instructor 松谷 容作

16365

映像の歴史について基礎的な知識を身につける。

映像表現に関する基本的な特質や思考法を身につける。

映像メディアと社会との関係性に関心を持ち、考える態度を身につける。

様々な映像を観ること

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

イントロダクション

映像、歴史、技術、社会

第2回

映像の原点①

写真と映画

第3回

映像の原点②

初期映画、消費社会

第4回

映像と表現の方法①

物語映画の技法（編集）

第5回

映像と表現の方法②

物語映画の技法（撮影と構図）

第6回

映像と表現の方法③

非物語映画、喜劇映画

第7回

映像と表現の方法④

ヒッチコック、ウェルズ、フィルムノワール

第8回

映像と社会①

イタリア・ネオレアリスモ

第9回

映像と社会②

フランス・ヌーヴェルヴァーグ

第10回

映像と社会③

アメリカン・ニューシネマ、ハリウッドの再生

第11回

映像と社会④

ポストモダン映画

第12回

別の映像の歴史①

現代に至る科学と映像

第13回

別の映像の歴史②

現代に至る広告と映像

第14回

別の映像の歴史③（ゲストスピーカー予定）

ビデオアート、メディアアート

第15回

映像と表現の未来

技術、科学、芸術

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 各回で取り上げた内容を十分に理解しているかどうか、また自分の言葉で、自分の考えを論理

性をもって述べているかどうかを評価する。

50 ％

平常点評価 授業に対するコメント（コミュニケーション・ペーパー）。50 ％
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特になし。

授業内で適時指示する。

授業内で適時指示する。

内容を理解するために積極的にノートをとること

コミュニケーションペーパー、授業後の直接対話など

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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①映像の原点、②映像と表現の方法、③映像と社会

以上の3点を軸に、歴史的視点を土台として、多数の実例（視聴覚資料）を紹介しながら、映像文化の諸相を検討していく。また、専門を問わずに

様々な学問に取り組む上で基礎となる知識と思考法を提示する。

美学美術史、哲学、社会学、心理学、映画研究などの知識は講義の理解を深める上で役立ちます。

積極的に映像の経験を増やすこと

単位数 /  Credit 2

映像と表現 (SB)

担当者名 /  Instructor 松谷 容作

16384

映像の歴史について基礎的な知識を身につける。

映像表現に関する基本的な特質や思考法を身につける。

映像メディアと社会との関係性に関心を持ち、考える態度を身につける。

様々な映像を観ること

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

イントロダクション

映像、歴史、技術、社会

第2回

映像の原点①

写真と映画

第3回

映像の原点②

初期映画、消費社会

第4回

映像と表現の方法①

物語映画の技法（編集）

第5回

映像と表現の方法②

物語映画の技法（撮影と構図）

第6回

映像と表現の方法③

非物語映画、喜劇映画

第7回

映像と表現の方法④

ヒッチコック、ウェルズ、フィルムノワール

第8回

映像と社会①

イタリア・ネオレアリスモ

第9回

映像と社会②

フランス・ヌーヴェルヴァーグ

第10回

映像と社会③

アメリカン・ニューシネマ、ハリウッドの再生

第11回

映像と社会④

ポストモダン映画

第12回

別の映像の歴史①

現代に至る科学と映像

第13回

別の映像の歴史②

現代に至る広告と映像

第14回

別の映像の歴史③（ゲストスピーカー予定）

ビデオアート、メディアアート

第15回

映像と表現の未来

技術、科学、芸術

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 各回で取り上げた内容を十分に理解しているかどうか、また自分の言葉で、自分の考えを論理

性をもって述べているかどうかを評価する。

50 ％

平常点評価 授業に対するコメント（コミュニケーション・ペーパー）。50 ％
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特になし

授業内で適時指示する。

授業内で適時指示する。

特になし。

内容を理解するために積極的にノートをとること

コミュニケーションペーパー、授業後の直接対話など。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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エリアスタディの目的は、ある地域を多角的・総合的に捉える能力を養うことにある。しかし、昨今の世界情勢は、英米中心の国際金融界の衰退

と世界の多極化傾向とで大きく流動的である。したがって、本講エリアスタディーズ入門では、単一地域の精緻な理解よりも、多様な地域の相互

比較、相互関連性への理解に挑みたいと願っている。それによって、物理的・精神的に遠く離れた社会と、私たちが生きる社会が、実は根底では

繋がっていることを確認することになる。そして、他者理解という作業をとおして自己について考え、自社会の相対化を試みたい。 

文化人類学、社会学、人文地理学、国際関係論。

単位数 /  Credit 2

エリアスタディ入門 (S)

担当者名 /  Instructor 山本 勇次

16201

　昨今の日本は世界の中で「ガラパゴス化」しつつあると言われている。日本のガラパゴス化現象を理解するためには、エリアスタディーズの中

に、「ジャパノロジー」（外国人による日本研究）を導入することは重要であろう。日本と他の地域との基層文化での類似性・相違性を明確に認識

することは、我々の日本人としてのアイデンティティを確かめるために役に立つだろう。国際化社会では、まず自分や自民族の文化的アイデン

ティティを他者（外国人）の視点から見つめなおすことが重要であろう。 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

ユーラシア大陸：『文明の生態史観』再考

梅棹忠夫、生態史観、旧大陸四大文明、植民地化、日

英歴史的並行現象、東南ア＝東欧

第２回

ユーラシア大陸：インドの植民地化と「インドヨーロッパ語

族」の発見

英国東インド会社、ウィリアム・ジョーンズ卿、アーリア

人、『リグ・ベーダ』、ラテン語、

サンスクリット語、比較言語学、バラモン教、

第３回

米国：　なぜ１米ドル札にピラミッドが載せられたのか？

米独立戦争、仏革命、フリーメイソン、「自由独立友

愛」、自由の女神、Ｂ．フランクリン

G.ワシントン

第４回

米国：『聖書』無謬説と宗教右派とネオコン

進化論批判、モンキー裁判、聖書無謬説、サザンバプ

テスト、ネオコン、産軍複合体

第５回

欧州・米国：欧州での資本主義誕生と米国での資本主義

革命

M.ウェーバー、プロテスタント倫理、天職、第一次世界

大戦、顕示的消費、フォーディズム

マーケッティング、ハリウッド産業、「アメリカン・ドリー

ム」、「象徴の貧困」

第６回

帝政ロシア：「ポグロム」の発生と「シオニズム」の誕生

ロマノフ王朝、ポグロム、ユダヤ人差別、シオニズム、ロ

スチャイルド家、第一次世界大戦、

イスラエルの誕生、『フィデラー・オン・ザ・ルーフ』、早川

雪舟の無声映画『チート』

第７回

中国：　ウィットフォーゲル『東洋的生産様式』と中国の

「水力社会」

ウィットフォゲル、水力社会、中央集権制、スターリン、

中国革命、毛沢東

第８回

中国：　中国社会の見えない掟＝「潜規則」

二つの天安門事件、潜規則、面子、汚職腐敗、冤罪、民

主化、ウチとソト、インターネット力

第９回

東南アジア：明治時代以来、日本とジャワに大きな経済

的格差が生まれたのは何故か？

クリフォード・ギアツ、日本、ジャワ、都市農村の相補的

発展、植民地主義、プランテーション

第10回

東南アジア：タイの「弛緩した社会組織」と日本の「緊張し

た社会組織」

ジョン・エンブリー、『須恵村』、"A Loosewly-structure 

Social System"

第11回

ネパール：「観光都市ポカラの多すぎる銀行と多すぎるマ

イクロファイナンス」

ネパール、ポカラ、スクンバシ、グルカ兵、ムハンマド・ユ

ヌス、グラミン銀行、

ノーベル平和賞、マイクロファイナンス、

第12回

ネパールとマレーシア：マレーシアの観光地ペナンへの

ネパール人出稼ぎ労働者

マレーシア、ペナン、ネパール人出稼ぎ労働者、マンパ

ワー手配師、グルカ兵組織

第13回

日本：ベネディクト『菊と刀』再考：「恥の社会」は変わった

のか？

R.ベネディクト、「スイサイド・アタック」、恥の社会、罪の

社会、恥の三類型、作田啓二、

井上忠司、

第14回

日本：「オタク」文化の功罪と「クール・ジャパン」の将来

社会の富裕化、カウンター・カルチャー、ミーイスム、政

治的シラケ、リア充、マンガ・アニメ、二次創作同人、コミ

ケット、コスプレ、視線革命、クール・ジャパン
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なし

なし

参考文献を適宜紹介する 

なし

なし

なし

議論をすることで思考が深まる。したがってできるだけ多くの学生に発言を求める。 

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第15回

ビデオ実習：沢木耕太郎『深夜特急II』（香港、マレーシ

ア、タイ）

フィールドワーク、一人旅への挑戦、危機管理

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験は、配布したレジメの持ち込みはありとする。100 ％

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet
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　科学・技術とは時々の時代における社会的課題を克服するとともに、社会のあり方を大きく規定するものである。たとえば、昨今の福島原発事

故は原子力技術、エネルギー問題への人々の関心を高めている契機となっている。

　本講義では、今日の科学・技術と社会の関係を、公害、エネルギー、原子力技術、情報技術を事例に考える。なお、講義では内容に応じて映

像資料等を用いる。また、講義の内容は進捗状況および受講生の要望などに応じて変更する場合がある。

講義後に該当する箇所をテキストで確認し、復習をしてください。

また、その他テキスト以外も読みたい人は直接質問に来てください。

単位数 /  Credit 2

科学・技術と社会 (SA)

担当者名 /  Instructor 中村 真悟

16212

公害、エネルギー問題、原子力技術、情報技術を通じて、科学・技術と社会の関係を考える。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

科学・技術と社会の関係とは

科学、技術、社会

2

公害問題から科学・技術と社会を考える(1)ー水俣病

高度成長、化学技術、産業の転換、責任

3

公害問題から科学・技術と社会を考える(2)ーイタイイタイ

病

高度成長、鉱山技術、責任

4

公害問題から科学・技術と社会を考える(3)ーアスベスト

問題

奇跡の鉱物、安全性、リスク

5

エネルギー問題から科学・技術と社会を考える(1)ーエネ

ルギーシフトの歴史

人力、畜力、蒸気力、内燃機関

6

エネルギー問題から科学・技術と社会を考える(2)ー自然

エネルギーの歴史

風力発電、オイルショック、代替エネルギー政策

7

エネルギー問題から科学・技術と社会を考える(3)ー技術

の普及と制度

自然エネルギー、制度設計、日本、ドイツ

8

原子力技術と社会(1)ー原子力の技術体系(1)

原子力、燃料、発電、廃棄

9

原子力技術と社会(2)ー原子力技術の技術体系(2)

原子力、地域、労働

10

原子力技術と社会(3)ー原子力技術導入の歴史

原子力、政治、経済

11

原子力技術と社会(4)ー被害と補償

原子力、被害、補償

12

原子力技術と社会(5)ー科学とメディア

原子力、メディア、科学

13

情報技術と社会(1)ー情報制御技術と生産技術の変化

コンピュータ、工作機械、化学技術

14

環境問題と自動車技術（２）情報技術と社会(2)ー情報通

信技術と生産・流通のグローバル化

インターネット、多国籍化、グローバル経営

15

科学・技術と社会を考える

科学、技術、社会

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％
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講義の内容等について質問がある人は、講義の際に配布する「質問カード」を利用するか、直接聞きにきてください。

また、講義に関連する参考資料は適宜紹介します。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

科学・技術と社会を考える 兵藤友博編／ムイスリ出版／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　科学・技術とは時々の時代における社会的課題を克服するとともに、社会のあり方を大きく規定するものである。たとえば、昨今の福島原発事

故は原子力技術、エネルギー問題への人々の関心を高めている契機となっている。

　本講義では、今日の科学・技術と社会の関係を、公害、エネルギー、原子力技術、情報技術を事例に考える。なお、講義では内容に応じて映

像資料等を用いる。また、講義の内容は進捗状況および受講生の要望などに応じて変更する場合がある。

講義後に該当する箇所をテキストで確認し、復習をしてください。

また、その他テキスト以外も読みたい人は直接質問に来てください。

単位数 /  Credit 2

科学・技術と社会 (SB)

担当者名 /  Instructor 中村 真悟

16215

公害、エネルギー問題、原子力技術、情報技術を通じて、科学・技術と社会の関係を考える。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

科学・技術と社会の関係とは

科学、技術、社会

2

公害問題から科学・技術と社会を考える(1)ー水俣病

高度成長、化学技術、産業の転換、責任

3

公害問題から科学・技術と社会を考える(2)ーイタイイタイ

病

高度成長、鉱山技術、責任

4

公害問題から科学・技術と社会を考える(3)ーアスベスト

問題

奇跡の鉱物、安全性、リスク

5

エネルギー問題から科学・技術と社会を考える(1)ーエネ

ルギーシフトの歴史

人力、畜力、蒸気力、内燃機関

6

エネルギー問題から科学・技術と社会を考える(2)ー自然

エネルギーの歴史

風力発電、オイルショック、代替エネルギー政策

7

エネルギー問題から科学・技術と社会を考える(3)ー技術

の普及と制度

自然エネルギー、制度設計、日本、ドイツ

8

原子力技術と社会(1)ー原子力の技術体系(1)

原子力、燃料、発電、廃棄

9

原子力技術と社会(2)ー原子力技術の技術体系(2)

原子力、地域、労働

10

原子力技術と社会(3)ー原子力技術導入の歴史

原子力、政治、経済

11

原子力技術と社会(4)ー被害と補償

原子力、被害、補償

12

原子力技術と社会(5)ー科学とメディア

原子力、メディア、科学

13

情報技術と社会(1)ー情報制御技術と生産技術の変化

コンピュータ、工作機械、化学技術

14

環境問題と自動車技術（２）情報技術と社会(2)ー情報通

信技術と生産・流通のグローバル化

インターネット、多国籍化、グローバル経営

15

科学・技術と社会を考える

科学、技術、社会

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％
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講義の内容等について質問がある人は、講義の際に配布する「質問カード」を利用するか、直接聞きにきてください。

また、講義に関連する参考資料は適宜紹介します。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

科学・技術と社会を考える 兵藤友博編／ムイスリ出版／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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20世紀後半、科学的発見とそれを応用した技術の飛躍的な進歩によって、人々の日常生活も急激に変化した。多くの技術は人々に恩恵を与え

るものであり、わたしたちの生活はこの50年ほどでそれ以前とは比較にならないほど豊かになった。しかしその反面、環境や健康、安全などに関

わる、それまでになかった問題も生まれている。

この授業では、科学技術の発展によって生じた倫理的諸問題を取り上げ考察する。

単位数 /  Credit 2

科学技術と倫理 (S)

担当者名 /  Instructor 鶴田 尚美

13634

1．問題を考えるにあたって必要な知識を習得すること。

2．倫理的諸問題について自分で考える態度を身につけること。

授業時に配布するレジュメに参考文献・ウェブサイトを記載するが、各自関心のある問題については積極的に調べてほしい。質問などある場合

は、授業終了後に受け付ける。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

授業の概要説明

2

倫理学の基本的な問題設定と考え方

規範、功利主義、義務論

3

専門職倫理

専門職、工学倫理の歴史、道徳的責任

4

企業の社会的責任

製造物責任、説明責任、リスク

5

内部告発の倫理

組織と個人、守秘義務、利害関係

6

安全性とリスク

安全の概念、リスクの受容性、リスク評価

7

工業所有権と倫理

所有権、特許制度

8

著作権と倫理

知的所有権の保護

9

ネットワークと倫理

セキュリティ、プライバシー、情報リテラシー

10

世界規模の問題（1）企業のグローバル化

グローバル化、異文化コミュニケーション

11

世界規模の問題（2）環境問題

環境保護、兵器開発

12

未来に対する責任

未来世代に対する責任

13

ビデオ

事例

14

科学リテラシー（1）

科学リテラシー

15

科学リテラシー（2）、期末テストの説明

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本概念の正しい理解と、授業内容の理解および扱われた倫理的問題に対する洞察力や問

題意識を問う試験を実施する。

80 ％

平常点評価 毎回出席をとる。出席が10回に満たない者は単位認定しない。20 ％
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教科書は使用せず、毎回レジュメを配布する。

他に参考文献がある場合は、レジュメに記載する。

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

工学倫理――実例で学ぶ技術者の行動規範 河村尚登／東京電機大学出版局／978-4-501-62640-2／

工学倫理入門 西原英晃［監訳］／丸善株式会社／4-621-07008-8／

誇り高い技術者になろう―工学倫理ノススメ 黒田光太郎／伊勢田哲治／戸田山和久［編］／名古屋大学出版会／978-4815804855

／

  科学技術倫理を学ぶ人のために   新田孝彦／蔵田伸雄／石原孝二［編］／世界思想社／4-7907-1135-8／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　人間の歴史の中で、産業革命以後の科学技術の発達は著しく、当初は「科学技術の発達は人間や社会を豊かにする」と信じられていた。しか

し、２０世紀後半から、この科学技術の急激な発達がもたらす負の側面がさまざまなところで顕在化し、科学技術と人間や社会のあり方を見直す

必要が高まった。この授業では、科学技術の発達と現代の環境問題をテーマに、科学的な見方・考え方および科学技術のあり方を考えたい。

　この授業では講義を一方的に聞くだけの授業に終わらせず、みんなで作る授業という新しいパラダイムの授業（アクティブラーニング）を目指

す。そのため、この授業ではグループ学習を取り入れている。自分たちで調べ、考えたことをクラスのみんなの前で発表し、それに対してみんな

でディスカッションすることにより、大学生としての学習の仕方を身につけるとともに、自分の頭で考える力を培ってほしい。

　授業の詳しい進め方については第1回目の授業で説明する。

特になし 

単位数 /  Credit 2

科学的な見方・考え方 (S)

担当者名 /  Instructor 木野 茂

13505

・科学的な見方・考え方を身につける。

・自分で問題を調べ、考える力をつける。

・グループ研究の仕方を身につける。

・プレゼンテーションとディスカッションができるようになる。

・授業を受け身ではなく、自ら学んだという実感を得る。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

科学的な見方・考え方とは何か、グループ研究の進め

方、グループ分けの希望調査

【キーワード】科学的な見方・考え方、人間、環境、社

会、グループ研究

第2回

課題研究とは何か、グループ分け、チーム・ミーティング

（１回目）：研究テーマの相談

【キーワード】課題研究、グループ研究

第3回

課題研究の方法、チーム・ミーティング（２回目）：グルー

プ研究の打ち合わせ

【キーワード】課題研究、研究方法、チーム・ミーティング

第4回

研究発表の方法、チーム・ミーティング（３回目）：グルー

プ研究の中間報告、発表日程の確定

【キーワード】研究発表、チーム・ミーティング

第5回

講義（公害）、グループ研究発表（１，２）

【キーワード】公害、グループ研究、プレゼンテーション、

ディスカッション

第6回

講義（労災職業病）、グループ研究発表（３，４）

【キーワード】労災職業病、グループ研究、プレゼンテー

ション、ディスカッション

第7回

講義（環境行政）、グループ研究発表（５，６）

【キーワード】環境行政、、グループ研究、プレゼンテー

ション、ディスカッション

第8回

講義（薬害）、グループ研究発表（７，８）

【キーワード】薬害、グループ研究、プレゼンテーション、

ディスカッション

第9回

講義（内部告発）、グループ研究発表（９，１０）

【キーワード】内部告発、グループ研究、プレゼンテー

ション、ディスカッション

第10回

講義（原子力）、グループ研究発表（１１，１２）

【キーワード】原子力、グループ研究、プレゼンテーショ

ン、ディスカッション

第11回

講義（原子力発電）７グループ研究発表（１３、１４）

【キーワード】原子力発電、グループ研究、プレゼンテー

ション、ディスカッション

第12回

講義（エネルギー）、グループ研究発表（１５、１６）

【キーワード】エネルギー、グループ研究、プレゼンテー

ション、ディスカッション

第13回

講義（差別）、グループ研究発表（１７、１８）

【キーワード】差別、グループ研究、プレゼンテーション、

ディスカッション

第14回

講義（専門家の責任）、グループ研究発表（１９、２０）

【キーワード】専門家の責任、グループ研究、プレゼン

テーション、ディスカッション

第15回

講義（今期の授業の総括）、グループ研究発表を振り返っ

て

【キーワード】科学的な見方・考え方、人間
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＊原則として2/3以上の出席を成績評価の要件とする。

グループ研究の大枠（班分け）は教科書の各章ごととし、班の研究テーマは各章の内容に関連したものを自分たちで設定する。グループ研

究発表の後、聞いた人は当日レポートで教科書と発表を関連させて論じる。

教科書の各章に参考文献を記している。 

　グループ研究ではチームワークが重要なので、チーム内では携帯メール等で連絡を取り合いながら進めることが必要である。

　この授業ではコースツールを活用する。 

必要に応じて授業で紹介する。

　私は自分の授業を「双方向型の授業」と名付けているが、その意味は、教員と学生の間、さらに同じ授業を受けている受講生同士の間でのコ

ミュニケーションを大切にする授業ということである。それはまた同時に、お互いに学びあう関係を作ることでもあり、自ら主体的に授業に参加す

ることでもある。この授業ではそれをグループ研究を通して達成したいと思う。

　発表の授業では受講生に司会進行をやってもらい、Q&Aを活発にしてみんなで作る授業を体得してほしいと願っている。

skino@fc.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・グループ研究発表の総括レポート（自分たちの発表の振り返りと他のグループ発表に対する

論述、30%）

・当日レポート（当日発表に対する論述と評価、40％）

・教室およびコースツールでのディスカッション等への参加度（30％）

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新版　環境と人間―公害に学ぶ 木野茂編／東京教学社／8082-5013-6／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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情報化の時代にあっては、知識が豊富であることの価値は徐々に減少し、それに代わって、情報を選択する能力や情報をもとに新しいことを構

築する能力が価値を持つようになる。この情報を選択する能力や新しいことを構築する能力は主に次の能力を鍛えることで開発される。第一は

自分が何をしたいのか自分を明確に把握する能力である。第二は自分の持っている知識をもとに科学的に判断する能力である。第三は情報を

総合する能力である。第一の能力を開発するよい方法は自分の考えていることを文章にしてみることである。第二の能力は疑問を持つことによ

り、第三の能力は法則性を発見することにより開発される。この授業では科学の歴史的事例を題材として、科学者がどのような疑問を持ち、どの

ような発想をしたかを紹介する。受講生は日常生活において、疑問に思ったことや発見したことを電子掲示板（BBS）に毎週報告していれば、疑

問を持ったり、発見する癖が自然と身に着く。

　　

この授業はインターネットを通じたオンデマンド形式＋スクーリング(1回)で実施される。学生は受講可能期間中（各講通常1週間）の好きな時間

に、自宅や大学のコンピュータ教室から授業を受けることができる。

受講は、立命館大学のコースツールを通じて行うため、コースツールの受講環境を満たす必要がある。

コースツールの受講環境はこちら

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/mr/i-system/rainbow/service/coursetool/env.html

●この科目はオンデマンド授業です。

　登録者は、立命館大学のコースツールを通して受講することになります。

　PCやインターネットの基本的な操作を習得している事が必要です。

　具体的な受講方法は、開講前に送信される事務局からのメールをご参照ください。

●開講前や開講中には、授業に関する大切な情報が、

　大学のメールアドレス宛てに送信されます。

　受信BOXの容量過多等のトラブルに注意し、

　大学からの案内を受信できる環境を整えるようにしてください。

　大学からのメールは、「……@st.ritsumei.ac.jp」のアドレスから送信されます。

●オンデマンド授業は、大学のマルチメディアルーム（オープンパソコンルーム）のPCから受講することができます。

　また、同様の受講環境（PCの性能、ブラウザの種類、通信速度）であれば、

　学外のPCからも受講することができますが、受講を保障するものではありません。

●詳しくは、次の案内用ページをご参照ください。

　http://www.ritsumei.ac.jp/ondemand/guide/110314_guide_ond.htm

なお、この授業では電子掲示板（BBS）への主体的な疑問・発見の書込みを期待する。他の学生の疑問・発見に積極的に反応することにより、相

互に見識が高められることを期待する。

講義開始日：4月12日（木）13：00から講義配信を開始します。

特になし

単位数 /  Credit 2

科学的な見方・考え方 (Z)

担当者名 /  Instructor 安岡 高志

53062

到達目標は考える習慣が身に付き、無意識の内に何故だろう、こんな法則が潜んでいるのではないかと考えながら生活するようになることであ

る。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

 第1回

ガイダンスおよび私の発見・発明の紹介

気がついたことは発見、工夫したことは発明、酸素を磁

石にくっ付ける方法

第2回

科学的な見方・考え方とは

再現性、価値観　

第3回

質量保存の法則の発見

ラボアジエ、天秤、化学反応

第4回

電子・原子の発見

Ｘ線、油滴、イオン、クーロン力

第5回

くらしの中の発見・発明

鉛筆、消しゴム、マッチ

第6回

食べ物の発見・発明

チーズ、アイスクリーム、インスタントラーメン
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この授業の目的は授業外（オンデマンド授業）で疑問を抱く習慣をつけることです。したがって、疑問を抱いたことを投稿する（メモを取る）ことが非

常に大切です。積極的に受講生同士のディスカッションに参加してください。

講義自身は科学的な見方や考え方を身につけたり、考える習慣をつけるための刺激であり、自主的に参加しなければあまり意味がありません。

大切なことは意識的に教室外で探したり、考えたりして、いつの間にかそれが習慣ずくことです。

次のメールアドレスに連絡してください。件名を「科学的な見方・考え方受講生」として、本文のはじめに学生証番号氏名を必ず記載してくださ

い。　yasuoka@fc.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第7回

有機化学の発見・発明

コールタール、染料、プラスチック、ビニール

第8回

医学・薬学の発見・発明

ワクチン、抗生物質　

第9回

化学工業の発見・発明

硫酸、織物産業、ダイナマイト

第10回

電気の発見・発明

摩擦電気、電池、発電機

第11回

原子力の発見・発明

核分裂、核融合、ウラン

第12回

エジソン

真空管、蓄音機

第13回

ドクター・中松

フロッピーディスク、CD、DVD

第14回

日常に生かす科学的な見方・考え方

能力開発、癖、習慣、見方・考え方

第15回

学期中に各キャンパス（立命館・ＡＰＵ）で１度スクーリン

グ（対面授業）を行います。所属大学のスクーリングに参

加してください。日程・場所は決まり次第コースツール上

でお知らせします。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 日常的な授業への取り組み状況（電子掲示板（BBS）への参加状況,小テスト、レポートなど） 

詳細

・小テスト・小レポート：10％

・ＢＢＳへの書き込み状況：40％

・ 終レポート：50％

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

発見・発明の大常識 板倉　聖宣　監修／ポプラ社／／

化学工業の発明発見物語 大沼　正則　編／国土社／／

エジソン ﾆｰﾙ･ﾎﾞｰﾙﾄﾞｳﾞｨﾝ、椿正春訳／三田出版会／／

ドクター・中松の発明ノート ドクター・中松／PHP研究所／／

その他 ／ Other
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古代社会から１９世紀までのヨーロッパを中心とする科学と技術の歴史を講義する。科学はどのように生まれし成長したのか、近代科学はどのよ

うにして確立したか、科学を担った人たちの人間像、科学と技術との関係、科学的知識とはどのようなものか、技術発達の特徴、どのように飛躍

するか、担った人たち、社会との関係、これらのことを歴史の中で扱う。講義で提供する素材をもとに、科学とはどのような知的営みであるのか、

技術の発達・飛躍はどのように生じるのかについて、自ら考える力量を養うために、討論、授業中レポートや課題レポートの作成を行う。

適宜、質問・興味関心についてのコミュニケーションペーパーの提出を求める。また、授業の進展にあわせてレポートを課すので、授業ごとの自

らの関心や疑問についてまとめる努力を日常的に行うこと。レポートの出題や事前学習について、コースツールに提示するので、コースツールを

日常的に見ること。

単位数 /  Credit 2

科学と技術の歴史 (S)

担当者名 /  Instructor 慈道 裕治

13633

１． 科学と技術の特質を人間活動に位置づけて理解すること

２． 科学と技術の具体的なあり方を社会の進展に位置づけて理解すること

３． それをもとに、科学と技術のあり方について自ら考えることができること

４． 科学と技術の進展に対する自らの関わりを自覚できること

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

科学・技術と人間・社会

科学、技術を人間活動として見る、講義の概要、基本

テーマ、学習の仕方

2

知識の獲得と技術

古代社会の生活と技術、地図と知識、馬車と技術、知識

と技術

3

数字はどのようにつくられたか

量の扱い、数字の発生、バビロニア・エジプトにおける

計算法、ピタゴラスと数

4

自然を説明する

古代ギリシャの自然学、元素論、原子論、アリストテレス

と目的論

5

職人社会と技術、知識

実用が生み出す知識、美と科学、デューラー、レオナル

ド・ダビンチ

6

近代科学の成立（１）

天動説から地動説への転換、プトレマイオス、コペルニ

クス、ガリレオ、デカルトの人物像とその業績。知的理解

の枠組みの転換、宗教と科学、自然観と実証精神な

ど、近代科学の基礎がどのように形成されたか。

7

近代科学の成立（２）

チコ・ブラーエ、ケプラー、ニュートンなどの人物像と業

績、近代科学の確立を担った人たちの考え方、自然の

見方の転換、社会の変化

8

科学・技術と人間

古代社会における科学・技術のから近代科学の成立過

程までの講義をもとに、人間活動としての科学、技術の

特質を深める。レポートのテーマと書き方について。

9

産業革命と技術（１）　道具から機械へ

人々はどのように糸を紡ぎ、布を織ってきたのか、産業

革命における変化、道具から機械へ、作業機革命、発

明家と企業家

10

産業革命と技術（２）　蒸気機関と動力革命

蒸気機関の発明、揚水ポンプから工場用動力へ、

ニューコメン、ワット、発明家と企業家との協力、科学へ

の影響

11

大量生産と技術

銃、ミシンの大量生産、互換制生産、アメリカン・システ

ム

12

日本の科学

ヨーロッパにおいて近代科学が成立し、産業革命が進

行している時期に、日本で科学はどのような状況にあっ

たのか。和算を例として取り上げる。

13

市民科学者の登場と科学の普及

マイケル・ファラデー、電磁気の科学、市民への普及、

レポートの講評

14

公害問題と科学・技術

化学工業と公害問題、イギリスにおけるアルカリ条例と

検査官制度、科学者の責任

15

現代への問い

歴史から何を学ぶか
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教科書は使用しない。講義レジュメはコースツールにアップする。ただし、容量の関係で、 新の資料２回程度で、順次消去する。欠席した場

合は、翌週中にダウンロード（プリント）すること。

毎回の講義に関する参考文献は授業中に紹介する

講義では、資料に重点を置く講義レジュメを配布する。学生は自らノートをとり、毎回、レジュメ、資料、自ら取ったノートとの関連がわかるように

整理すること。また、参考書を 低1冊は手元に置き、参考書の関連する内容をノートに記載するなど、ノートの作成に努力する。情報を収集し、

蓄積し、自らの知識として系統的に整理することの基本は講義でノートをとることにある。生涯にわたって求められる「知の技法」の基本は、講義

を聴きノートを作成することにある。

必要な場合は、次のメールアドレスにコンタクトすること。

jidou@sps.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 科学と技術の歴史に関する基礎的事項の理解度、自ら考え意見を持つことに関する問い70 ％

平常点評価 授業中に指示するレポートと日常的な授業への参加の状況を含めて評価する。30 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

科学技術史概説 山崎正勝著／ムイスリ出版／／

社会における科学（上・下） ジョン・ザイマン／草思社／／

自然科学概論（新版） 加藤邦興、慈道裕治、山崎正勝／青木書店／／

科学その歩み 藤村淳、兵藤友博他／東京教学社／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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人文社会科学においては、近現代の社会についての理解を深めるために、1980年代後半から「空間」と「文化」の問題に注目してさまざまな社会

現象を考察してきた。なかでも、空間的で文化的な実践である観光は、資本主義の近現代社会を象徴する現象としてしばしば検討の対象となっ

てきた。そこで本講義では、近年の観光学における重要な研究の視座である空間と文化に注目し、観光の空間がいかに文化的に生産されてい

るのかについて講述する。

授業後にテキストを読んで復習する。

単位数 /  Credit 2

観光学 (GA)

担当者名 /  Instructor 神田 孝治

16936

人文社会科学における空間や文化に注目した学術的視座と、それを用いた観光現象の分析について理解する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

授業の概要と導入／観光学をめぐる近年の状況

授業の進め方、成績評価の方法／観光をめぐる近年の

状況、観光学の状況

2

研究の視座: 観光、空間、文化(1)

観光の文化と空間の歴史、文化論的転回と空間論的転

回、観光空間と地理的想像力

3

研究の視座: 観光、空間、文化(2)

観光空間と地理的想像力、空間の矛盾と観光空間の生

産

4

事例1: 近代期における南紀白浜温泉の形成過程と他所

イメージ(1)

近代リゾート、他所イメージ、場所神話

5

事例1: 近代期における南紀白浜温泉の形成過程と他所

イメージ(2)

近代リゾート、他所イメージ、場所神話

6

事例2: 近代期における和歌山市の観光都市化と郷土へ

のまなざし(1)

観光都市、景観、郷土

7

事例2: 近代期における和歌山市の観光都市化と郷土へ

のまなざし(2)

観光都市、景観、郷土

8

事例3: 日本統治期台湾における国立公園の風景地選定

と心象地理(1)

国立公園、風景、心象地理

9

事例3: 日本統治期台湾における国立公園の風景地選定

と心象地理(2)

国立公園、風景、心象地理

10

事例4: 熊野の観光地化の過程とイメージの変容(1)

国立公園、リゾート、世界遺産

11

事例4: 熊野の観光地化の過程とイメージの変容(2)

国立公園、リゾート、世界遺産

12

事例5: 沖縄イメージの変容と観光空間の生産(1)

海、亜熱帯、文化

13

事例5: 沖縄イメージの変容と観光空間の生産(2)

海、亜熱帯、文化

14

事例6: 与論島観光におけるイメージの変容と現地の反応

(1)

イメージ、場所神話、コンフリクト

15

事例6: 与論島観光におけるイメージの変容と現地の反応

(2)

イメージ、場所神話、コンフリクト

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 空間や文化に注目した学術的視座と、それを用いた観光現象の分析について理解しているか70 ％
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講義中の私語は固く禁じる。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

を試す問題を出す。論理的思考力について重点的に評価する。

平常点評価 毎回、授業内容について意見・感想・質問等を記載する小レポートを課す。30 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

観光空間の生産と地理的想像力 神田孝治／ナカニシヤ出版／／2012年4月発行予定

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　日本経済を支えている会社のおかれている状況を理解するためには、会社というものの全体像をつかみ、その仕組みや運営・働きを知ること

が必要である。 このためには、企業に関する基礎的知識を確実に習得することである。 更に、企業間関係や企業のグローバル化などの現代企

業の活動、そして、直面する諸問題について理解しておくことが必要である。

　企業財務、CSR、或いはコンプライアンスなどに関する講義科目を履修済みであれば、本講義の内容は理解し易くなると思われる。

　日本経済新聞、週刊東洋経済などの経済紙の産業・経済関連の記事を読むことを薦める。

単位数 /  Credit 2

企業と社会 (S)

担当者名 /  Instructor 玉井 信吾

13541

「会社は誰のものか」をめぐる主要な議論の内容を学ぶこと、そして各議論の根拠を踏まえて比較・検討できるようになること、である。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

オリエンテーション（企業論、企業形態論の概要）。

コーポレイト・ガヴァナンス、ストック・ホルダー、ステイ

ク・ホルダー

第２回

会社とは何か/会社の種類/会社以外の事業組織

有限責任、無限責任

第３回

株式会社の誕生・普及/資本と経営の分離

証券化、専門経営者

第４回

会社の組織・制度/日本の株式会社・世界の株式会社

取締役会、監査役、執行役員

第５回

資金調達メカニズム/株式公開・株式上場

自己資本、負債、社債、説明責任

第６回

企業格差（大企業と中小企業）

中小企業政策

第７回

事業の縮小・整理・倒産

日常的・非日常的意思決定、撤退戦略、PPM

第８回

企業経営を支える制度・企業環境

資本主義のタイポロジー、政府の失敗、市場の失敗

第９回

企業間関係の諸類型/財閥と企業集団

水平的連関、社長会、独占禁止法

第10回

企業グループ/下請企業グループ

企業系列とその再編

第11回

日本企業の多国籍化/日本的経営の海外移転

海外直接投資、グローバル化

第１2回

外資系企業/世界の中の日本企業

三角合併解禁、現地化

第13回

企業の社会的責任・貢献/環境問題など

コンプライアンス、説明責任

第14回

企業形態論に関わる近年のトピックス

内部統制、持ち株会社

第15回

まとめ（到達目標確認のための問題演習を通じて）

（各回講義のKeyワードを参照されたい）。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述・論述形式を中心とする。70 ％

レポート試験 VTR教材を視聴した上で、設問に解答

してもらう。

0 ％

平常点評価   左記30％の内、20％はDVD教材を視聴した上で、

設問に解答してもらうレポートとする。　残り10％

は所謂「出席点」ではなく、毎回の質問・感想票＊

（＝任意提出）とする。　詳細は以下備考を参照。

30 ％



2012 年度シラバス立命館大学

＊定期試験として実施---

期末試験（評価全体の70％を占める）による。 DVD教材視聴を通じた小レポートも求めるが、あくまで上記試験にとっての補完的評価材料と

いう位置づけを越えることはない。　質問・感想票は「提出さえすれば即加点」ではなく、その内容に応じて 大で 10％考慮する。

　上記以外の参考文献については講義中に適宜紹介する。

日本経営学会--- http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsba/

組織学会---　　 http://wwwsoc.nii.ac.jp/aos/

　丸暗記だけで単位がとれる仕掛けにはなっていないので、そのつもりで受講するか否かを決められたい。

「会社は誰のものか」、「誰のものと言うにせよ，その根拠は何か」という問いを常に思い浮かべながら学ばれたい。

　本学公式HP内のコースツールを活用されたい。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

企業形態論（第３版） 小松 章／新世社／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

日本型コーポレート・ガバナンス 伊丹敬之／日本経済新聞社／／

テキスト現代企業論（改訂版） 坂本恒夫ほか／同文舘出版／／

西武事件 吉野源太郎／日本経済新聞社／／

CSR 谷本寛治／NTT出版／／

リーディングス日本の企業システム「企業とガバ

ナンス」

伊丹敬之ほか編／有斐閣／／第II期第２巻。

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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本科目は京都をテキストとして、歴史・地理・文学を中心に社会・経済・建築などさまざまな側面から学際的にアプローチし、京都の個性や地域性

を総合的に理解する。講義は各専門分野の立場からリレー方式で行われる。 

・ も興味をいだいた授業内容の要旨を簡潔にまとめ（本文800字以上）、さらにそれをふまえて自身のテーマ　を設定しテーマにかかわる

「場所」を訪れて得られた知見や参考文献を活用した自身の研究レポートを執筆（本文2200字以上）。合計3000字以上。

・その際、自身が訪れ、自身が撮影した風景（景観）写真を3点以上添付し、それらの写真についても概説を加える。

・写真をどこで撮影したのか、撮影箇所を明示した地図を添付。

・書式などについては、第１回の授業で指示する。またコースツールを参照。

単位数 /  Credit 2

京都学 (GA)

担当者名 /  Instructor 河角 龍典、佐古 愛己、田中 聡、奈良 勝司、本多 健一、村中 亮夫

14425

「京都」を多面的重層的にとらえ、他者に語ることができる。

自ら「京都」をフィールドワークし、そのフィールド経験を通じて、自身にとっての「京都」を他者に語ることができる。 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

「立命館京都学」の創成（河角）

京都学・地域学・地域研究・人文科学的アプローチ・デ

ジタル人文学・京都の自然環境

2

平安京の成立と都市化（佐古）

桓武天皇、平安京、怨霊、疫病、穢れ（ケガレ）意識

3

平安貴族社会の政治と文化（佐古）

藤原道長、古記録、儀式、都と雛、イエ

4

中近世都市・京都の形成－市街地の変遷（本多）

中世の戦乱、上京と下京、洛中洛外図、秀吉の京都改

造（寺町・御土居・天正地割）

5

京都の神社と祭り①（本多）

主要神社の性格と分布の特徴、式内社と式外社、氏神

と氏子区域

6

京都の神社と祭り②（本多）

京都三大（四大）祭り、中世の都市祭礼、山鉾と剣鉾、

室町幕府と祭礼

7

近世京都における町と町人の暮らし（本多） 

町式目、町人の日記、名所案内記、宗門改帳・京都府

戸籍

8

幕末維新と立命館 （奈良）

幕末維新、西園寺公望、中川禄左衛門、京都民衆、新

撰組  

9

岩倉具視にみる近代化と伝統  （奈良）

 

幕末維新、岩倉具視、改革派公家、「古都」再生、近代

化と伝統

10

未定（奈良）

11

京都と近代の戦争（田中）

　

軍都舞鶴・深草、召集と動員、文化運動・宗教への弾

圧、空襲と疎開

12

「町衆」像の形成と変質（田中）

　林屋辰三郎、「町」自治の実態、祇園祭のイメージ（紙

芝居・小説・映画）

13

近代教育の展開（田中）

学区制、大学・専門学校の創設、伝統産業の研究・教

育施設、教職員組合と教育行政の変容

14

京都における歴史的景観保全と経済的価値

歴史的景観、歴史遺産、景観保全、経済価値（便益）

15

京都学とデジタル人文学（河角）

バーチャル平安京・バーチャル長岡京・都市計画・山並

み・風水思想・授業まとめ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 所定のテーマ・方法によるレポート。詳細については備考欄参照。60 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーの提出。40 ％
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・インターネットや文献からのカット／ペースト的記述は｢不可」となるので要注意。

共通の教科書はなし。

担当者毎に、レジュメを配布します。

担当毎に、適宜、紹介します。

担当毎に、適宜、紹介します。

・日頃から、自身でテーマを設け、大いに「京都」をフィールドワークすることを奨励します。

・日頃のフィールドワーク経験を通して、授業内容に関連づけ、自身で「京都研究」を試みてください。

第１回の授業で、レポートの作成について説明します。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】 教えることと学ぶことの世界　-日本の優れた教育者・教育実践から考える-

本ゼミナールでは、とくに戦後の学校教育において展開された優れた教育実践家の取り組みを中心にみることによって、教えることや学ぶことに

おいて重要な視点を見出し、その奥深さを知ることを目的とする。ただし、教育、とりわけ授業づくり等の理論を学習するというよりはむしろ、ある

教育実践家が優れた実践を生みだす背景や試行錯誤に焦点を当てて、特定の時代背景や子どもたちの実態を前にして、どのような苦悩のもと

に自身の実践を切り開いていったかということを共有したいと考えている。

　教えること・学ぶことの世界は、学校教育にとどまらず、社会における人と人とのコミュニケーションの中において非常に重要な側面の一つであ

る。また、戦後の優れた教育実践の多くが、さまざまな苦悩、試行錯誤からうまれてきたものであることを知ることによって、〈教える・学ぶという世

界〉が一つの決まった正解を持つものではなく、相手やその状況に応じて、 善の答えを模索しつづける世界であることに気付くだろう。

したがって、本ゼミナールで取り上げるテーマは、将来教員を希望する学生にとってはもちろんのこと、教え・学びながら人とかかわり生きていく

すべての学生にとって、貴重な財産となると思われる。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (1)

担当者名 /  Instructor 赤沢 真世

53050

①教える・学ぶことの世界では、「正しい教え方」や「正しい学び方」は一つでないことを知る。

②現実と理想をつなぐための様々な試行錯誤からすぐれた実践が生まれてきていることを知る。

③著名な教育実践について知識・理解を深める。

④資料をもとに、レジュメにまとめ、発表する力量をつける。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

オリエンテーション

授業の概要説明、教師の実践における試行錯誤の意

義

第2回

さまざまな教育実践を読み解く前提

我が国の教育課程・教育方法の変遷の概説、発表の準

備・進め方について

第3回

無着成恭と生活綴方

生活綴方、国語教育、山びこ学校

第4回

糸賀一雄と障害児教育

障害児教育、近江学園、「この子らを世の光に」

第5回

東井義雄と「村を育てる学力」

子どもと地域を結ぶ授業、村を育てる学力、「生活の論

理」と「教科の論理」

第6回

斎藤喜博と授業の創造

授業論、良い授業とは何か、授業の「定石」

第7回

遠山啓と水道方式

教育の現代化、算数教育、数学教育協議会

第8回

庄司和晃と仮説実験授業

科学教育、討論、授業書

第9回

岸本裕史と学力の基礎

１００ます計算、基礎学力の徹底と読み書き算

第10回

向山洋一と教育技術法則化運動

授業研究、法則化、体育教育

第11回

有田和正と教材づくり

ネタのある授業、社会科教育、教材開発

第12回

阿原成光と英語教育

新英語教育研究会、平和教育、英語教育、教育評価

第13回

和光小学校・和光鶴川小学校と総合学習

総合学習、総合と教科の相互還流

第14回

金森俊朗といのちの学習

いのちの学習、生活教育、身体性をめぐる教育

第15回

まとめ・総括

教育実践の変遷の総括、各自の教育実践の意味づけ

(まとめの発表）
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その他にも、授業者が適宜プリントや資料を用意する。

毎回のテーマに応じた参考文献を適宜紹介する。

毎回のグループ発表での資料（参考文献）を復習することに加え、日常においても、教育に関するニュースや新聞記事、テレビ番組（教育番組）

などにも幅広く関心を向け、自分自身が得てきた教育経験を相対化して捉える機会を多く持ってほしい。

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

国立教育政策研究所　http://www.nier.go.jp/

日本教育新聞　http://www.kyoiku-press.co.jp/jep/index.html

本ゼミナールは、各グループによる資料収集・発表、全体での討論を中心に進められる。各グループ内での相互の学びあいや全体での討論に

は、積極的に参加されたい。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ発表（２回から３回）においての資料収集・レジュメ作成、発表の仕方、内容から取組

状況を評価する。

また、自身が発表でない回において、グループ討議や全体討議での積極的な参加を高く評価

する。また、 終回に提出する小レポートの内容も含める。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

時代を拓いた教師たち 田中耕治編／日本標準／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

時代を拓いた教師たちⅡ 田中耕治編／日本標準／／

人物で綴る教育評価の歴史 田中耕治編／三学出版／／

よくわかる授業論 田中耕治編／ミネルヴァ書房／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】ジェンダー・アプローチの可能性

　家庭や学校、職場、その他さまざまな組織や制度を含め、私たちの日常生活や社会には、男女性別２元論のジェンダー秩序がある。ジェン

ダー・アプローチとは、この社会秩序のなかで無意識のうちに私たちが従っている性別規範を対象化することである。

　この教養ゼミでは、性別役割分業や、男らしさ・女らしさという典型化された性の特性が、歴史的、文化的、人為的に形成されたものであること

を明らかにし、人間の多様な在り方を模索するために、現代の性差別を克服する課題について多面的に検討する。 近のジェンダー論では、２

元論的な異性愛主義の性規範に基づくジェンダー・アイデンティティが問い直されつつある。こうした新しいジェンダーの視点から私たちを取り巻

く社会をとらえ直し、個人の多様な在り方を尊重する、より多様で開放的な人間関係と社会を展望する。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (2)

担当者名 /  Instructor 池内 靖子

53061

＊日常的な生活から男女間の不平等や差別の問題を考える。

＊性別役割分業や、家族、母性などの歴史的性格について考察し、説明できる。

＊男女２元論の枠組みや性規範、それに基づく制度や法の現状を把握し、性の多様性、各個人の違いを尊重する社会を展望する。

＊国内だけでなく国際社会におけるジェンダー公正を目指す法制度・政策について学ぶ。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ジェンダーとはなにか

セックス、ジェンダー、セクシュアリティ

2

性の2分法

ジェンダー・アイデンティティ、女らしさ、男らしさの規範

3

性の多様性

ゲイ、レズビアン、インターセックス、トランス・ジェン

ダー、トランス・セクシュアル

4

結婚と家族

制度と現実、多様化する家族

5

家事労働と賃労働

性別分業と賃金差別、雇用均等法

6

母性

子育て、介護、ケア

7

性と生殖

優生思想とリプロダクティヴ・ライツ

8

グループ・プレゼンテーションＩ

9

性の商品化Ｉ

広告、ファッション、整形・化粧、ダイエット

10

性の商品化II

ポルノ産業、セックスワーク

11

性暴力I

セクシュアル・ハラスメント

12

性暴力II

ＤＶ防止法

13

性暴力III

軍事化とジェンダー、「従軍慰安婦」制度

14

ジェンダー公正に向けて

貧困の女性化、国連女性差別撤廃条約の提言・勧告、

男女共同参画基本法

15

プレゼンテーションII
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その他の参考図書については、適宜ゼミで紹介する。

ジェンダーにかかわるトピックについて基本的なデータ、資料、事例を調査・収集し、分析・考察する。

各トピックにかかわってグループプレゼンテーションを行い、ディスカッションを深め、データや資料、事例に基づいて考察した結果について発表

する。

・WAN(Women's Action Network)のホームページ

・教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

一般教育の大講義で「ジェンダー論」を受講するのとは違い、少人数のゼミナールで、ゼミ生一人一人が自分の関心にそって問いを立て、関連

する事例の資料やデータを調査し、結果をまとめて報告する。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 トピックごとに、調査・収集した関連データ、資料、事例について分析・考察し、グループディス

カッションを深め、プレゼンテーションをする。

出席しグループディスカッションに参加（30%）

グループプレゼンテーション2回（40%）

個人レポート提出（30%)

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

21世紀のジェンダー論 池内靖子、二宮周平、姫岡とし子編／晃洋書房／4771015651／

ジェンダーの社会学 江原由美子／新曜社／／

男女共同参画社会をつくる 大沢真理／日本放送出版協会・ＮＨＫブックス／／

結婚と家族 福島瑞穂／岩波新書／／

家父長制と資本制 上野千鶴子／岩波書店／／

生殖の政治学 荻野美穂／山川出版社／／

クイア・スタディーズ 河口和也／岩波書店／／

「レズビアン」である、ということ 掛札悠子／河出書房新社／／

多様な性がわかる本 伊藤悟、虎井まさ衛／高文研／／

はじめて学ぶジェンダー論 伊田広行／大月書店／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】 「アメリカの夢」の光と影　-　文学を通して考える

　アメリカのエトスの基である「アメリカの夢」をキー概念としてアメリカの本質を理解し、さらに、その光と影をその文学を通して考えることで、アメ

リカという国の強さと弱さを知る手がかりを得る。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。

　特にないが、アメリカ関係の科目と並行して履修することで研究が進むだろう。

　授業では第１回から第３回まで講師が、まず「アメリカの夢」が各時代の文学にどう現われているかを概説する。その後、上記の４作品をそれぞ

れ３回にわたって扱い、それぞれの１回目は作品の内容と技巧など全般を論じ、続く２回の授業で作品を「アメリカの夢」の視点から論じた英語の

論文を読む。なお、第４回目からは受講生の発表を中心に授業を進める。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (3)

担当者名 /  Instructor 及川 正博

53049

　それぞれの時代を代表するアメリカの作家たちが「アメリカの夢」とどのように関わってきたかを検討・考察することで、トータルにしかも具体的

にアメリカ社会と文化を理解する能力を養う。

　授業は「アメリカの夢」とは何かに関して講師が３回にわたって全体を網羅した講義を行った後、これをテーマとした各時代を代表する作家の主

作品４編を読むが、簡便な翻訳本が出ているので、じっくり読んで授業に臨むこと。理想的には英文のオリジナルにも目を通して欲しい。

　４回目以降は、上記のテーマが諸作品にどう反映しているか、英文資料を使用して議論する。受講者は原則として順番に、指示された１作品を

責任を持ってレポートし、ディスカッションをリードし、他の者は配布された英文資料などを基に積極的にコメントすることが求められる。

　授業はディスカッション中心に進めるので、ぜひ問題意識を持って参加して欲しい。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１～3回

「アメリカの夢」概観

第4～6回

ベンジャミン・フランクリン『フランクリン自伝』

担当グループの発表、ディスカッション

第7～9回

マーク・トウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』

担当グループの発表、ディスカッション

第10～12回

スコット・フィッツジェラルド『偉大なギャッツビー』

担当グループの発表、ディスカッション

第13～15回

アーサー・ミラー『セールスマンの死』

担当グループの発表、ディスカッション

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 ＊テーマに関わった作品論40 ％

平常点評価 ＊ゼミへの参加度・貢献度など60 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『フランクリン自伝』 ベンジャミン・フランクリン、松本慎一・西川正身訳／岩波文庫／4-00-323011／

『ハックルベリー・フィンの冒険』 マーク・トウェイン、西田実訳／岩波文庫／4-00-323115-5, 323116-3／上・下がある

ので両方入手のこと。

『グレート・ギャッツビー』 スコット・フィッツジェラルド、野崎孝訳／中央公論新社／978-4-12-403504-9／

『セールスマンの死』 アーサー・ミラー、倉橋健訳／ハヤカワ演劇文庫／4-15-140001-X／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

文学とアメリカの夢 川上忠雄編／英宝社／4-269-74008-6／「序章」は必読
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教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

メールによる質疑応答

oikawa@ir.ritsumei.ac.jp

oikawam@gaia.eonet.ne.jp

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

The American Dream Blake Hobby (Editor)／Bloom's Literary Criticism／9-780791-098011／

American Dreams, American Nightmares David Madden (Editor)／South Illinois Univ. Press／0-8093-0446-5／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】ことばの世界

　19世紀までは哲学の一辺境にすぎなかった言語の問題が、今日では第一哲学（＝存在論）の中心に据えられている、と言っても決して過言で

はない。哲学にこの言語論的転回という革命をもたらす衝撃となった思想をひとことで言い表せば、言語はその外にある対象や意味を指示する

記号ではない、ということである。意味は言語のうちにしかなくて、対象もその言語が生み出す世界なのだ、人間の世界は言語によって生成化さ

れ、人間は言語の外部に立つことはできないのだ、という思想である。

　ｿｼｭｰﾙに始まる近現代言語学の核心というのは、言語活動やその機能に潜む現前（＝現前させるもの）と不在＝欠如（＝不在のもの、今ここに

ない欠けているもの）とのｱﾝﾋﾞｳﾞｧﾚﾝﾄな関係の発見であり、その記述である。現前と不在＝欠如のｱﾝﾋﾞｳﾞｧﾚﾝﾄな関係から生ずるﾗﾝｶﾞｰｼﾞｭ（＝言

語活動）とﾗﾝｸﾞ（＝言語）との関係は、ﾗﾝｸﾞ（＝言語）は社会的産物としての制度であり、言語現象を生み出す現前（＝現前させるもの）、すなわ

ち、必然性としての機能と均質性としての属性を有するものである。一方、ﾗﾝｶﾞｰｼﾞｭ（＝言語活動）は能力、可能性であり、不在＝欠如（＝不在の

もの、今ここにない欠けているもの）であって、偶然性としての機能と不均質性としての属性を有するものである。

　ﾗﾝｸﾞが、ﾃﾛｽ「到達点」に至ったｴﾈﾙｹﾞｲｱ「現実態」＝ｴﾝﾃﾚｹｲｱ「完成態｣、現前（＝現前させるもの）、必然性、均質性であるとすれば、ﾗﾝｶﾞｰ

ｼﾞｭは、ｴﾈﾙｹﾞｲｱ「現実態」へと向かう生成化の途上にあるﾃﾞｭﾅﾐｽ「可能態」＝可能性、不在＝欠如（＝不在のもの、今ここにない欠けているも

の）、偶然性、不均質性である。ところが、現前と不在＝欠如とのｱﾝﾋﾞｳﾞｧﾚﾝﾄな関係から生ずるﾗﾝｶﾞｰｼﾞｭ（＝言語活動）とﾗﾝｸﾞ（＝言語）との関係

や、ｼﾆﾌｨｴ（＝記号内容）とｼﾆﾌｨｱﾝ（＝記号表現）との関係は、二項対立のような観を呈するほどの緊張感を伴ってくるのである。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (5)

担当者名 /  Instructor 久津内 一雄

53051

　到達目標を一言で言えば、現前（＝現前させるもの）と不在＝欠如（＝不在のもの、今ここにない欠けているもの）との相関性の仮説にたつ、生

成・変化の思想の神髄に迫ることである。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

議論全体の枠組みに関わる問題提起

環境世界論、言語ｹﾞｰﾑ論、言語使用論＝語用論の登

場と社会言語学の浮上 ～ 言語観の変容 ～

２ 

人間と世界の関係の説明の体系 ～ ｴﾋﾟｽﾃｰﾒｰ ～

３

ｿｼｭｰﾙによる言語学的言説の変換 ～ 言語記号論 ～

話者＝聴者の還帰、実在を差異化＝虚構化する装置、

差異化＝虚構化の世界、ﾛﾗﾝ･ﾊﾞﾙﾄの言語観 ～ 社会

的事実としての言語 ～

４～５

ｿｼｭｰﾙ言語記号論の概要

 

ｿｼｭｰﾙ言語記号論理解のﾎﾟｲﾝﾄ、ﾗﾝｶﾞｰｼﾞｭとﾗﾝｸﾞとﾊﾟ

ﾛｰﾙ、差異の体系としての言語、共時言語学と通時言

語学、連辞関係と連合関係、概念と音と言語、言語記

号、記号表現と記号内容

６～７

ｿｼｭｰﾙ言語理論の核心

言語能力と社会制度と個人、体系の概念、記号理論、

言語記号の恣意性、ｿｼｭｰﾙ言語記号論のまとめ

８

ｿｼｭｰﾙに始まる近現代言語学 ～ 言語相対論 ～

ﾌﾝﾎﾞﾙﾄの主張と言語相対論、言語名称論と言語相対

論、ｻﾋﾟｱ=ｳｫｰﾌ仮説、ﾄﾞｲﾂ意味論学派＝新ﾌﾝﾎﾞﾙﾄ学派

 ～ ことばが人間をつくる ～、言語の系譜主義とｼｭｰﾊﾙ

ﾄ言語学 ～ 現代の社会言語学に繋がる言語相対主義

の到達点 ～

９

近現代言語学が対象とする言語とその言語観 ～ 言語と

はそもそも何なのか？ ～

近現代言語学の成立とその背景、近現代言語学が排

除したもの ～ 歴史主義と論理主義 ～、近現代言語学

が拠り所にしたもの ～ 科学主義・心理主義・反歴史主

義 ～、ﾁｮﾑｽｷｰ論理言語学への系譜 ～ ﾁｮﾑｽｷｰによ

る論理的大転換の言語学史における整理 ～、社会言

語学への系譜

１０

構造主義への潮流

ｿｼｭｰﾙ言語記号論の構造主義への展開、構造主義の

方法の特徴

１１

言語記号論の記号学的展開

ｸﾛｰﾄﾞ･ﾚｳﾞｨ=ｽﾄﾛｰｽ、ｼﾞｬｯｸ･ﾗｶﾝ

１２

人間の意識における対象の現前化と再現前化 ～ ﾌｯｻｰ

ﾙ・ﾊｲﾃﾞｶﾞｰ・ﾃﾞﾘﾀﾞ ～

解体化と脱構築、現象学的時間論
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２／３以上の出席が不可欠です。

久津内一雄『ことばの世界』をテキストとして配布します。

参考書をまず読んでください。

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

テクスト：久津内一雄『ことばの世界』をよく読んでください。それから、同一内容の講義科目として、後期木曜５限に「言語文化論」があります。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

１３

言語理論の言語使用論＝語用論的展開 ～ ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀ

ｲﾝ言語ｹﾞｰﾑ論 ～

新たな言説の可能性、ことばと生の問題設定

１４～１５

言語と現代思想の問題〈まとめ〉～ 言語ｹﾞｰﾑ論と身体＝

欲望論 ～

生の円環運動、ことばのもつ実存的意味、実存と時間、

ｶﾞﾀﾞﾏｰの解釈学Ⅰ ～ 地平融合 ～、物語るということの

意味、ﾃｸｽﾄ内存在と言語ｹﾞｰﾑ、地平融合と言語ｹﾞｰﾑ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業への出席と班活動への取り組みを重視します。

レポートを課します。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

これがﾆｰﾁｪだ 永井均／講談社現代新書／／

ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ「論理哲学論考」を読む 野矢茂樹／ちくま学芸文庫／／

時間論 中島義道／ちくま学芸文庫／／

寝ながら学べる構造主義 内田樹／文春新書／／

現代思想の冒険 竹田青嗣／ちくま学芸文庫／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】東アジアを学ぶ

 近年、東アジアにおける経済的、文化的躍進が世界の注目を浴びている。冷戦崩壊以降、東アジア地域においても、東北アジア共同体や東北

アジア非核地帯などの提唱があり、地域内での平和、繁栄を目指す共同の努力が始まっている。また、観光やビジネス、就業や留学など地域内

で爆発的に人の交流が広がり、「東アジア大交流時代」が始まったと言われている。

 しかし、日本では中国、朝鮮など東アジアに対する嫌悪が蔓延しており、真の東アジア理解は深まっていない。本ゼミでは、実際の交流やフィー

ルドワークを通じて、地域理解を深めてゆく。昨年は済州島で3泊4日、海軍基地設置問題や済州4・3事件の現場などのフィールドワークを行い、

済州大学学生など現地の人々と交流するなど、大きな成果があった。

 本年度は台湾について学ぶ。台北や他の都市を実際に訪れ、ねじれた大陸中国との（両岸）関係や日台関係、台湾人アイデンティティ、台湾原

住民問題、日本植民地支配と台湾の歴史認識などを現場で、専門家の講義も伺いながら広く学ぶ。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

朝鮮語、中国語ができれば、フィールドワークの効果が格段に高まる。

東アジア近現代史

各自レポート作成後、ゼミ論集を作成する。できれば、現地調査報告ビデオ作成も行う。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (6)

担当者名 /  Instructor 徐 勝

53054

①東アジアを理解する

②東アジアを体験する

③東アジアの学生とのネットワークを作る

④東アジアの未来への展望を持つ

本ゼミでは、プロジェクトの立て方と運営の実際、また基本的な資料調査の方法、レポート作成方法、プレゼンテーションの方法をテーマにそった

課題作成の中で学んでゆく。

さらに、現地での交流やフィールドワークを通じて、人的、知的交流の実際を学び、ネットワークを作ってゆきたい。その中で、読む、書く、表現す

る能力と、今後、「東アジアの時代」に対応できる国際人としての資質を獲得できるものと期待する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１回

東アジアを学ぶ

授業の概要、フィールドワークの設計

2～4回

台湾現代史入門（フィールドワーク事前学習・各自の調査

テーマの設定）

台湾、中国との（両岸）関係、日台関係、台湾人アイデ

ンティティ、台湾原住民問題、日本植民地支配

5回

フィールドワーク事前学習

台湾現代史

6回

フィールドワーク 終準備

台湾、中国との（両岸）関係、日台関係、台湾人アイデ

ンティティ、台湾原住民問題、日本植民地支配

7回

台湾でのフィールドワーク（5月31日～6月3日）

課題設定に関わる現地での調査

8回

フィールドワーク事後学習

現地調査結果の報告

9～12回

各自がレポート作成

個別あるいはグループワーク

13～15回

終レポートのプレゼンテーション

プレゼンテーション、グループワーク

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 前提として、3分の2以上の出席、フィールドワーク参加を必須とする。ゼミへの積極的な参加が

必要である。

各グループあるいは個人が課題を設定し、 初にレポート作成計画書を提出、作業を進め、中

100 ％
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教科書は特にないが、『東アジア平和紀行―韓国、台湾、沖縄をめぐって』 （徐　勝、 かもがわ出版）を教科書に准じて位置付けます

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

今年度のフィールドワークは、「台湾現代史を学ぶ」をテーマに、台湾（5月31日～6月3日）で行う。

費用は約８万円。

フィールドワーク参加を必須とする。

suh@law.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

間報告をして、期末に 終レポートを発表・提出する。

評価は、中間（20％）、 終（40％）の各報告、ならびに日常点（40％）で行う。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

東アジア平和紀行―韓国、台湾、沖縄をめぐっ

て

徐　勝／かもがわ出版／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

東アジア冷戦と国家テロリズム－米日中心の地

域秩序の廃絶をめざして

徐　勝／御茶ノ水書房／／

東アジアの国家暴力と人権・平和 徐　勝／かもがわ出版／／

文明と野蛮を超えて―わたしたちの東アジア歴

史・人権・平和宣言

徐　勝・前田朗編／かもがわ出版／／

東アジア論 丸川哲史／人文書院／／ブックガイドシリーズ

台湾ナショナリズム　東アジア近代のアポリア 丸川哲史／講談社選書メチエ／／

東アジア近現代史 上原一慶他／有斐閣Sシリーズ／／

台湾 戴国煇／岩波書店／／岩波新書

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】合意形成や相互理解のためのファシリテーションの理論と作法

（１）自分をとりまく様々な問題解決のためには、どんな能力や発想法が必要になるでしょうか？そもそも何をどんな立場で問題としてみなすの

か？問題の発生要因や構造はどうなっているのか？解決とは何がどのようになることなのか？そもそも「ある状況や出来事」を問題、とみなす自

分は一体何者なのか？あるいは「これは問題だ！」とみなしている他者を理解するとはどういうことなのか？

（２）こうした「問い」から出発して、一人の頭で考えるのではなく、他者とのやりとりの中から、自分の目で見て、耳で聴いて、自分の頭で考えて、

自らの考えを表現し、さらにまた他者とのやりとりの中から「問い」そのものをデザインし、「こたえ」を見つけていくためのプロセスを学びます。そ

して、そのプロセスの果てにある自己と他者への深い理解、合意形成に至るためのファシリテーションの理論と作法を学びます。

（３）具体的には参加者個々人の興味関心から、担当教員の専門である「まちづくり」の分野まで話題を幅広く取り上げながら、それらを考察のた

めの題材にしながら、「問題解決や合意形成、相互理解のための理論と作法」であるファシリテーション能力の獲得と向上を目指します。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

担当教員が担当する「環境形成論」「景観デザイン論」を併せて受講すると、様々な実践例を通してファシリテーション技術の可能性や奥深さを深

く理解することができます。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (7)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

53055

（１）他者とのやりとりを促進し、創造的なコミュニケーションを展開させるファシリテーション能力＝「聴く力」＋「眺める力」＋「表現する力」の獲得

と向上を目指します。

（２）合意形成や問題解決に必要となるファシリテーション能力は、グループワークを展開する能力でもあります。具体的には様々なグループワー

ク（ワークショップ）を展開する際に必要となるアクティビティの遂行能力や、グループワークそのもののプロセスやプログラムをデザインする能力

を獲得します。

（３）文献講読により、グループワーク（ワークショップ）やファシリテーションが必要とされてきた背景や、その理論や実践が発達してきた経緯や歴

史を学ぶことで、単なる技術ではなく、人間への深い洞察と理解、哲学に裏付けられたコミュニケーション作法を獲得します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

己を知る・他者を知るワーク

自己紹介や他己紹介のための様々なアクティビティを実

際に経験し、「聴く」「眺める」「表現する」ことを学ぶ

第２回

「己を知る・他者を知るワーク」の振り返り

第１回目のワークに込められた心理学的な考察を文献

によって理解し、自分達が経験したワークの意味と意

義、効果について考察をしてみる。

第３回

“単独でやりきることの効果”と“協働してやりきる効果”と

の比較

ものごとを効率的にしあげていくためには自分一人で考

えて実行した方が良いのか？それとも他者と協働して

展開していった方が良いのか？この２つを実際に体験

するワークを展開。

第４回

“眺める”ことによって解決の兆しを見つける

担当教員が経験してきた「まちづくり」の現場での事例を

いくつかを共有しながら、立場も意見も心情も全く異なる

ステークホルダー（利害関係者）が、ある一つの方向性

に向かっていくためのプロセスを検証し、実際に担当教

員が「まちづくり」の現場で用いてきた様々なワーク

ショップ・プログラムや、ファシリテーション技術の応用例

を紹介し、ファシリテーション能力の必要性とコツについ

ての理解を深める。

第５〜８回

「“眺める”ことによって解決の兆しを見つける」ための実

践的ワーク体験とその解説その１

　「“眺める”ことによって解決の兆しを見つける」ために

必要となる３つの基礎的技術（KJ法、ファシリテーショ

ン・グラフィック、ノミナル・グループ・テクニック）を実際

に体験し、その意味や効果について解説。

第９回

ワークショップとファシリテーションの起源

ワークショップやファシリテーションの方法論の起源とそ

の展開や意義について、カール・ロジャースのグループ

カウンセリング論やジョン・デューイの教育論、そして

１９６０年代のアメリカ合衆国におけるコミュニティ・デザ

イン運動にさかのぼって考察し、理解を深める。



2012 年度シラバス立命館大学

毎回の授業で指示する

（１）少人数（２０名）による参加型の授業となります。

（２）様々な学部からの参加を想定していますが、たとえそうでなくても、参加者一人一人がそれぞれ異なった問題意識やテーマを持ち寄って参

加することを鑑みれば、まずはその「違い」、さらには「違う中にも存在する共通点」を、参加者自身が相互に理解することで、参加者それぞれの

能力や個性、問題関心を広げる場にしたいと考えています。

（３）具体的には４冊の文献を講読しつつ、実際に参加者同士で、相互理解や合意形成のためのファシリテーション技術を獲得するグループワー

クを展開していきます。

（４）実際のグループワークを経験する回と、そのワークに込められた意味や背景、さらにはワークを経験したことから得られた知見を深く理解す

るための回を交互に繰り返していきます。

（５）必要に応じて、３回分のワークを１日で行い、集中的にファシリテーション技術の獲得を目指す時間を設けます。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

第１０回

　「受講生の受講生による受講生のためのワークショッ

プ」その１

　参加者を１グループ６〜７人程の３つの小グループに

わけ、それぞれのグループ毎に、「お題」を決め、その

「お題」を深く考察するためのワークショップのプログラ

ム作成と実施を行う。本ゼミで取得したファシリテーショ

ン技術の応用を実践することで、その意義や苦労を実

感、理解する。

第１１回

　「受講生の受講生による受講生のためのワークショッ

プ」その１の振り返り

　前回に実施したワークショップのプログラム内容やファ

シリテーションの実際を振り返る。企画グループの反省

や獲得できたこと、ワークショップ参加者からのコメント、

担当教員からの講評を共有することで、ファシリテーショ

ンの効果や不十分な点などを考察する。

第１２回

「受講生の受講生による受講生のためのワークショップ」

その２

　第１０回のグループとは異なるグループによるワーク

ショップの実施。

第１３回

　「受講生の受講生による受講生のためのワークショッ

プ」その２の振り返り

前回に実施したワークショップの振り返りとフィードバッ

ク。

第１４回

　「受講生の受講生による受講生のためのワークショッ

プ」その３

　第１０回、第１２回とは異なるグループによるワーク

ショップの実施。

第１５回

「受講生の受講生による受講生のためのワークショップ」

その３の振り返りと全体の振り返り

前回に実施したワークショップの振り返りとフィードバッ

クと、全体と通じての振り返り。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 全１５回への出席が単位認定の 低条件です。その上で、毎回参加型授業を展開するので、

参加度を重視しします。

毎回の授業では、コミュニケーションペーパーへの記述だけでなく、具体的なワークやコメントの

記述など、かなりの作業量が必要となります。参加度は、作業に対する姿勢や、作業結果の内

容によって毎回判断し、それらを基に、全１５回を通じての成績評価を行います。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

環境と都市のデザイン―表層を超える試み・参

加と景観の交点から

斎藤・土肥編著／学芸出版社／／担当教員も執筆陣に加わり、実践的な活動の中で

合意形成やワークショップがどう展開するかを記した本。担当教員がどのような実践を

経て今日に至っているかを理解してもらえる本です。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

会議の技法―チームワークがひらく発想の新次

元

吉田新一郎／中公新書／／この10年間で様々な合意形成手法やファシリテーション

技術の本が出版されたが、この本が一番手頃でシンプルかつ的確。

紛争の心理学―融合の炎のワーク アーノルド・ミンデル／講談社現代新書／／ワークショップに関する本は様々あれど、

担当教員が唯一衝撃と深い感銘を受けたファシリテーションに関する書籍（残念ながら

品切れ）。
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教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

【クラステーマ】 三元論の学問的活用

　分子は 固体、液体、気体 の三体で、光は 赤、緑、青 の三原色で、三音からなるBach の和音は三つしかなく、

人称代名詞は三人称まで、などなど、どの「場」にも三元が埋め込まれている。

　これが2008年にノーベル物理学賞を受賞した益川俊英、小林誠両氏のQuark論と関連していることを学び、さらに三元*双対の「三双構造」を方

法論的に活用する能力を涵養する。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。

　特にありません。

平井 孝治「益川・小林理論の方法論的応用」、『立命館経営学』第48巻第2・3号(2009年9月)

　出来たら、小林誠『消えた反粒子』(Blue Backs)を読んでもらいたい。

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (8)

担当者名 /  Instructor 平井 孝治

53048

「反対と双対」の本質的な違いをわきまえ、どのような学問分野でも「存在 → 現象 → 影響」を議論するはずなので,その骨格を「三双構造」で理

解する能力を身に付ける。

mail address : wintel @ pl.ritsumei.ac.jp

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1～5

　場に埋め込まれている「三元」を求める。

　毎週、生活領域、人文科学、社会科学、自然科学 な

ど、提示された検討領域に沿って、班ごとに三元を議論し

て講評し合う。

　家事なら、炊事、洗濯、掃除。茶人なら、爽、健、美。

三権なら、立法、行政、司法。仏教なら、前世、現世、来

世。

6～10

「コインの表裏」のような「双対」を求める。

　1,000語ぐらいの英単語の中から「And/Or」のような双対

な単語の組や、提示された検討領域で、身の回りの「双

対」を出し合う。　

　May/Must、磁石の N極/S極、裁判の 原告/被告、商

品の 売り/買い、文章の 読み/書き、理想と現実,物事

の 虚実。

11～15

　ゼミ生各自が特定した領域で、「三双構造(三元×双

対)」になっている事例を挙げ、何故そうなのか考察したレ

ポートをプレゼンする。

　人称代名詞の場合なら、一人称、二人称、三人称と

も、「個人(単数)と社会(複数)」なる双対がある。

空間もまた、前後、左右、上下 なる「三元×双対」に

なっている。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　毎回のレポートの出来と、議論参加の積極度で評価する。100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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拡張項目 
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【クラステーマ】現代金融システムの基礎知識

先ず金融に関する基本的な知識や金融システムについて学び、それを踏まえて、さまざまな金融の時事問題を取り上げ、それらについて議論す

る。その方法として、先ず主要なテーマについてレクチャーを行った上で、それらに関して新聞や雑誌などに掲載された記事をマテリアルとして用

い、それらについて用意された質問に答えるべく、クラス・ディスカッションを行う。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

特にないが、マクロ経済学に関する基礎知識を持っていることが望ましい。

授業は、先ずテーマについてレクチャーをして、次いでテーマに関連した新聞や雑誌の記事についてディスカッションする。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (9)

担当者名 /  Instructor 森 利博

53060

現代の世界金融市場についての認識を深め、それが直面する諸問題に関して自分の意見・見解を述べられるようになること。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

金融の仕組み（レクチャー）

間接金融、直接金融、貨幣、信用創造

第2回

金融の仕組み（グループワークとディスカッション）

間接金融、直接金融、貨幣、信用創造

第3回

金融政策（レクチャー）

中央銀行、金融政策の目的、政策金利、市場操作、ゼ

ロ金利政策、非伝統的金融政策

第4回

金融政策（グループワークとディスカッション）

中央銀行、金融政策の目的、政策金利、市場操作、ゼ

ロ金利政策、非伝統的金融政策

第5回

金融行政（レクチャー）

垣根政策、護送船団方式、金融ビッグバン、ペイオフ解

禁

第6回

金融行政（グループワークとディスカッション）

垣根政策、護送船団方式、金融ビッグバン、ペイオフ解

禁

第7回

銀行業（レクチャー）

BIS規制、自己資本、貸し渋りと貸しはがし、預貸率と預

証率、預金保険

第8回

銀行業（グループワークとディスカッション）

BIS規制、自己資本、貸し渋りと貸しはがし、預貸率と預

証率、預金保険

第9回

証券業とシャドウバンク（レクチャー）

グラス・スティーガル法、ユニバーサル・バンキング、株

式売買委託手数料の自由化、資産管理ビジネス、対顧

客ビジネスと自己勘定取引、ヘッジファンド、レバレッジ

第10回

証券業とシャドウバンク（グループワークとディスカッショ

ン）

グラス・スティーガル法、ユニバーサル・バンキング、株

式売買委託手数料の自由化、資産管理ビジネス、対顧

客ビジネスと自己勘定取引、ヘッジファンド、レバレッジ

第11回

証券化（レクチャー）

オフＢＳ、オリジネーター、裏付け資産、ＳＰＶ、真正売

買、優先劣後構造、サブプライムローン

第12回

証券化（グループワークとディスカッション）

オフＢＳ、オリジネーター、裏付け資産、ＳＰＶ、真正売

買、優先劣後構造、サブプライムローン

第13回

デリバティブ（レクチャー）

先物、スワップ、カウンターパーティー・リスク、ＣＤＳ、オ

プション

第14回

デリバティブ（グループワークとディスカッション）

先物、スワップ、カウンターパーティー・リスク、ＣＤＳ、オ

プション

第15回

金融危機再発防止策（レクチャー）

TARP、ボルカー・ルール

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 内訳は、クラス・ディスカッションへの貢献度及びプレゼンテーション50％、レポート課題50％100 ％
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市販の書籍などは特に用意しない。

授業で取り上げるトッピクに関するクエスチョン・リスト、及びそれに答えるための参考となる新聞・雑誌記事のコピーを配布する。

英文のサイトであるが、日々の金融市場情報が入手できるものとして、www.bloomberg.comを推薦する

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

日ごろから、新聞の経済・金融欄の記事に目を通すように心がけて欲しい。

授業の中で教員のメールアドレスを受講者に伝える。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

金融入門　第6版 日本経済新聞社編／日本経済新聞出版社／978-4-532-11815-0／

その他 ／ Other
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【クラステーマ】　一神教思想と現代社会

　私達が直面している現代社会の諸問題に対して、これまでも様々な角度から多くの調査・研究・提案がなされてきた。しかし、唯物論的思想が

優勢で、たとえ宗教的思想が取り上げられても、多神教が優勢と一般的に言われる日本においては、一神教の思想や文化がこれらの諸問題と

どのように関わっているのかという考察が比較的に少ない。それは、本学の学生も含めて日本の学生には、そのような考察や情報に触れる機会

が少ないということでもある。

　そこで本ゼミナールでは、「主にユダヤ教思想とキリスト教思想に関連したり、影響を受けている現象や諸問題を調査・研究し、その討議や発表

を通して主体的な学びを実践する」。このような学びを通して、異文化や他の異なる世界を見る目を養い、現代社会の諸問題や変化に柔軟に対

応できる見識を身に着けることを目標とする。今まで世界を動かしてきた思想の一つと現代社会との関係を教養として学ぶことは、今後日本のみ

ならず国際社会で活躍を目指す日本の若者にとって有益で、新たな知的刺激となりうる。（指摘するまでもないが、その影響は、政治・経済・哲

学・教育・医療・福祉・文学・音楽・絵画・メディア・スポーツ等、現代社会のあらゆる分野に見ることができる。）

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

宗教と社会、基礎演習Ｉ、情報リテラシーＩ、プロジェクトスタディ等（と同様）の科目を履修しておくことが望ましいが、必須ではない。

開講回数の3分の2以上の出席が評価の 低要件となる。

本授業では課題の調査・研究、及びその発表や討議を通して主体的な学びを実践していくので、調査・研究・発表・レポート作成に関わる授業外

学習が期待される。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (10)

担当者名 /  Instructor 伊東 寿泰

54719

上記のような授業を通して、学生は主体的な学びを実践していくが、その過程で主に次のような力量を獲得することが期待される。　①問題観察

力・課題設定力　②調査・研究力　③文献読解力　④問題解決力　⑤発表力　⑥コミュニケーション力・議論する力　⑦レポート作成による文章作

成力　⑧異文化理解力　⑨チームワーク　

1) 受講態度：　受講にあたっては、出席は勿論、課題実行も含めゼミナールへの高い参加度が期待される。

2) 欠席した場合の対処:　欠席した場合は、クラスメートから欠席中に行われた授業の内容や出された課題について聞き出し、遅れを取り戻すこ

と。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

イントロダクション（本ゼミの目標・手順・研究範囲の理

解）、ブレイン･ストーミング　１、プレ調査　1

第２回

ブレイン･ストーミング　2、プレ調査　2、課題と研究グ

ループの設定

第３回

調査・研究手法の確認

第４～５回

事例研究　1～2

第６～9回

中間発表と討議　1～4

第10回

中間発表の小括、 終発表の準備

第11～14回

終発表と討議　1～4

第15回

総括　－　本ゼミを通して何を学んだか。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 本ゼミナールへの出席・参加・貢献度, 発表, レポート等を基に評価する。100 ％
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一神教であるユダヤ教、キリスト教、イスラム教の共通聖典が旧約聖書である。一神教を理解するには、まずその聖書自体を読むことが重

要であるが、その一つの読み方を上記の本を通して学ぶことができる。

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

3) 剽窃（ひょうせつ）:　引用という形式を取らずに他人の知的財産を盗用すること（剽窃）は厳に慎むこと。レポートや発表において剽窃が発覚し

た場合は、その課題の評価は零となる。場合によっては、単位を失うこともあるので注意すること。

4) 学部から配布される学習用『（さんしゃ）ハンドブック』等を事前に読んでおいておくこと。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

聖書の読み方 大貫隆／岩波書店／978-4004312338／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

一神教とは何か：公共哲学からの問い 大貫隆・他著／東京大学出版会／4-13-003205-4／

一神教文明からの問いかけ 宮本久雄・他著／講談社／978-4000234061／

一神教の誕生―ユダヤ教、キリスト教、イスラム

教

O. ヴァレ著／創元社／978-4422214962／

ユダヤ教・キリスト教・イスラームは共存できるか 森孝一編／明石書店／978-4-7503-2903-1／

原理主義から世界の動きが見える：キリスト教・

イスラーム・ユダヤ教の真実と虚像

小原克博・他著／PHP研究所／4-569-65577-7／

聖書（新共同訳） ／日本聖書協会／／

イスラーム P. タンディ著 （小杉泰訳）／ネコ・パブリッシング／4-7770-5050-5／

問いかける聖書と経済：経済と経済学を聖書に

よって読み解く

山本栄一著／関西学院大学出版会／978-4-862830050／

ヨハネ福音書 文学的解剖 A・カルペッパー著 （伊東寿泰訳）／日本キリスト教団出版局／978-4818405660／

太宰治と聖書 野原一夫／新潮社／4-103353074／

さんしゃハンドブック（入門編） 産業社会学部編／／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】　多言語観光サイト「京都観光学生・留学生ネット」の在り方の検討とコンテンツ作成

　京都歴史回廊協議会と連携して「京都観光学生・留学生ネット」（kkstnet.org)が立ち上げられている。本ゼミナールでは、外国人観光客のニー

ズを分析しながら、このサイトの在り方を検討し、そのコンテンツ作成を行っていく。京都歴史回廊協議会関係者、リーフ・パブリケーションズ（月

刊誌Ｌｅａｆ出版社）、京都観光の専門家（らくたびの山村氏）、そして留学生と連携し、真に社会に役立つ多言語サイトの構築を目指していく。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

別段なし

フィールド調査にかかわる基本文献に関して自学自習することを期待する。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (11)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

54739

①京都の魅力を発見するフィールドワークを通じて、既存メディアには無い学生らしい創造的な情報発信を目指す。

②京都歴史回廊協議会関係者、リーフ・パブリケーションズ、京都観光の専門家など多様なアクターとの連携力をつける。

③留学生とのコミュニケーションを通じて、文化や立場の違いを越えていく力をつける。

④著作権・肖像権の保護などに留意しつつ、社会に責任を持って、正確な情報を伝えていく力をつける。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

京都眼光学生・留学生ネット立ち上げの経緯

サイトの構造、既存コンテンツ

第２回

観光情報と外国人観光（ゲストスピーカー企画）

「らくたび」山村氏招聘

第３回

作成コンテンツの検討

ターゲットの設定、活動班の立ち上げ、活動計画の構想

第４回

京都歴史回廊協議会関係者との懇談会（ゲスト招聘企

画）

活動計画の外部評価の実施

第５回

フィールド調査の実施

インタビュー対象の決定

第６回

フィールド調査の実施

インタビューの実施

第７回

フィールド調査の実施

インタビューのまとめ

第８回

Ｌｅａｆ編集者との懇談会（ゲスト招聘企画）

外国人観光客向けの情報提供に関する助言

第９回

フィールド調査の実施

留学生とのコラボレーション

第１０回

フィールド調査の実施

留学生とのコラボレーション

第１１回

コンテンツの作成

ドラフトの作成

第１２回

コンテンツの作成

ドラフトの検討と書き直し

第１３回

コンテンツの作成

コンテンツの完成、報告レポートの作成

第１４回

歴史回廊協議会関係者、Ｌｅａｆ編集者を招いての報告会

（ゲスト招聘企画）

成果の報告と評価

第１５回

後のまとめ

全体活動報告書の作成
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教科書は使用しない。

参考書は、授業中に指示する。

授業中に指示する。

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

留学生の参加も、おおいに歓迎する。京都歴史回廊協議会のサイトならびにkkstnet.orgを、ぜひ、一度、ご覧ください。

授業外の活動を伴う演習となる。熱意ある学生の応募を期待する。

いかなる遠慮もいらない。親しく議論していきたい。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 担当したコンテンツの作成、および活動報告書の作成をもって、成果物とする。100 ％

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】　現代社会における働き方／生き方

　まずは現代社会とはいかなる時代かを社会学における現代社会論から学ぶ。具体的には欧米なら福祉社会から新自由主義社会（競争原理社

会）へ、そしてその後の社会（例えば「第３の道」「ワーク・フェア」を問題とする社会など）、日本なら企業社会から新自由主義社会（格差社会）、そ

して今の社会（何だろう？　災害／原発を問題とする社会か？）などの考察をする。

　その上でそういった現代社会にいる人々の、働くこと／生きることの当人がいだく意味（働きがい／生きがい）や人々の実態などを、今まで／今

／これからという変容を見つつ、その人々の環境や関わる制度／条件と併せて考察していく。

　とりわけゼミの各自が一番関心のある働き方／生き方を、理論的および実証的にそれぞれが考察して行きながら、ゼミ全体を通じた検討から

見たとき、現代社会の今まで／今とはどのような時代だったのかを探り、そしてとりわけこれからの時代を見通せれば、と期待する。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

適宜指摘する

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (12)

担当者名 /  Instructor 木田 融男

54738

＜ゼミの目標＞

・　現代とはどのような時代なのかを文献／資料などから考察する

・　現代の人々の労働と生活を、その主体的状況と客観的状態を，理論的および実証的に把捉する

・　ゼミの各自の個別的考察を、協同化し、総合化しつつ、現代社会とそこに生きる人々を全体として把捉する

・　その考察を通じて、これからの未来を見通す
 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

現代社会における働き方/生き方

ゼミの概要　授業の進め方の説明

第２回

１クール−１：文献／資料を通じて現代社会論を考察する

（グループ報告と討議）

第３回

１−２：文献／資料を通じて現代社会論を考察する（グ

ループ報告と討議）

第４回

１−３：文献／資料を通じて現代社会論を考察する（グ

ループ報告と討議）

第５回

１−４：文献／資料を通じて現代社会論を考察する（グ

ループ報告と討議）

第６回

２クール：文献／資料を通じて現代の人々の働き方／生

き方を考察する（グループ報告と討議）

第７回

２−２：文献／資料を通じて現代の人々の働き方／生き方

を考察する（グループ報告と討議）

議）

第８回

２−３：文献／資料を通じて現代の人々の働き方／生き方

を考察する（グループ報告と討

第９回

２−４：文献／資料を通じて現代の人々の働き方／生き方

を考察する（グループ報告と討議）

第10回

２−５：文献／資料を通じて現代の人々の働き方／生き方

を考察する（グループ報告と討議）
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ゼミで読解するテキストについては、ゼミテーマにふさわしい何冊か（あるいは文献以外の媒体）を教員／ゼミ生で出し合い、そこから選択す

るような形をとりたい

上記参照

グループ報告および個人報告、そしてゼミ討議

必要ならば研究などにかかわって、教員との個人（あるいはグループ）面談／討議

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

ゼミでのコミュニケーションを活性化する授業外での行事なども、ゼミ生間で企画して行なってもらいたい

各自の現代社会および労働／生活の行為を見るまなざしが試されるので，文献や資料以外のさまざまな媒体に目をやっていただきたい

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11回

３クール：個人報告＝理論と実証（資料の場合、簡単な調

査の場合など）を通じて、各自が関心をもっている現代の

人々の働き方／生き方を考察する（個人報告と討議）

第12回

３−２：個人報告＝理論と実証（資料の場合、簡単な調査

の場合など）を通じて、各自が関心をもっている現代の

人々の働き方／生き方を考察する（個人報告と討議）

第13回

３−３：個人報告＝理論と実証（資料の場合、簡単な調査

の場合など）を通じて、各自が関心をもっている現代の

人々の働き方／生き方を考察する（個人報告と討議）

第14回

３−４：個人報告＝理論と実証（資料の場合、簡単な調査

の場合など）を通じて、各自が関心をもっている現代の

人々の働き方／生き方を考察する（個人報告と討議）

第15回

３−２：個人報告＝理論と実証（資料の場合、簡単な調査

の場合など）を通じて、各自が関心をもっている現代の

人々の働き方／生き方を考察する（個人報告と討議）

および各自の研究成果を示すレポート作成の準備をする

（期限までにレポート作成）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 ・　ゼミでの研究を元に、個人（またはグループ）でレポート作成40 ％

平常点評価 ・　グループおよび個人による報告と討議

・　ゼミへの出席およびゼミ催しへの関与

60 ％

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】アクティブ・ラーニングの探究

アクティブ・ラーニングとは学生の活動を中心に組み立てられた授業のことで、伝統的な旧来の講義形式に対して1980年代のアメリカで始まった

双方向型の授業方法で、大学授業のパラダイムの転換とも言われています。

かつて、ブラジルの教育学者のパウロ・フレイレは旧来の授業を学生の口座に知識を貯め込んで必要なときに引き出す教育法だとして銀行型学

習と呼びました。しかし、そのような学習法は現代のように膨大な情報の中で何が正しいのか、何をどうすればよいのかを考えるときには役に立

たないということから、学生が自ら知識や情報を整理し、分析し、解決法を考えるような、学生の主体的・能動的な学習法が提案され、アメリカを

始め各国で実践されてきました。

ところが日本では皆さんが受けている授業でもわかる通り、いまだに知識伝授型、一方通行型、銀行型の学習法が主流です。

この教養ゼミでは、自分たちの受けてきた授業を振り返りながら、銀行型学習とアクティブ・ラーニングの違いについて理解したうえで、学生に

とって「役に立つ授業」「ためになる授業」「おもしろい授業」とは何かを考えたいと思います。

さらに、このゼミに来る学生には、このゼミを通して「生徒」と「学生」の違いを理解し、大学生らしい学生生活を送ってほしいと願っています。ま

た、教養ゼミは学部・回生を超えた知の交流ができる貴重な機会です。このゼミも学生が主役のそれこそアクティブ・ラーニングで楽しくやりたい

と思います。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

特にありません。

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (13)

担当者名 /  Instructor 木野 茂

54737

・アクティブ・ラーニングの意義を理解できる。

・自分で考える力をつける。

・自分の意見を持つことができるようになる。

・自分の意見を他の人に理解できるように伝える力をつける。

・他の人の意見を理解する力をつける。

・コミュニケーションに関する力をつける。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

・アイスブレイク＆自己紹介（ゼミでは、まずは仲良くなる

ことが大事です。）　

・ゼミの進め方　・Webコースツールの利用について

第2回

・これまでに受けた授業の中から「これは何とかしてほし

いと思った授業」を一つ挙げ、その理由を自由に語り合い

ます。（これ以降、このゼミでは、グループに分けた話し合

いと全体での報告討議を適宜組み合わせて行います。）

第3回

・これまでに受けた授業の中から「一番よかったと思う授

業」を一つ挙げ、その理由を自由に語り合います。

・大学授業序論（戦後の新制大学が大衆化段階を経て

ユニバーサル段階を迎えるなかで、日本の大学も1991

年以後、大きな変革期に入ったことを理解してくださ

い。）

第4回

・アクティブ・ラーニング序論（アメリカで始まったアクティ

ブ・ラーニングと日本の大学授業の現状を比較し、大学

授業のパラダイム転換について考えます。）

・生徒と学生の違いについて意見交換し、大学での学び

方を考えます。

第5回

・第1回アクティブ・ラーニングの事例研究：グループワー

ク（グループでハーバード白熱教室や国内の学生主体型

授業事例の中から一つを選び、アクティブ・ラーニングの

要素・条件・手法・達成目標などを分析します。）
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・ゼミですから、出席が前提です。やむを得ず欠席するときは事前に連絡することと事後のフォローに努力するよう心がけてください。

なし。必要に応じて授業用プリントを作ります。

必要に応じてゼミで紹介します。

・図書館やインターネットを利用して、ゼミで必要な情報を積極的に収集してください。

・収集した情報をゼミで発表するために、レジュメや図表を作成するのに慣れてください。

・グループワークの際はメンバーの間でよく連絡を取り合いながら進めてください。

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

・おもしろい授業を探している人、今の授業に飽き足りない人、大学で何をすべきか迷っている人などは、ぜひどうぞ。

・教養ゼミは学部・回生を超えたクラス編成が特徴です。何より学部・回生を超えた交流を楽しんでください。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

第6回

・第1回アクティブ・ラーニングの事例研究：グループ発表

＆全体討論（各グループから授業の紹介とアクティブ・

ラーニングの観点からの授業分析を発表してもらい、全

体で意見交換します。）

第7回

・第2回アクティブ・ラーニングの事例研究：グループワー

ク（別の事例をもう一つ選び、第1回と同じ要領で行いま

す。）

第8回

・第2回アクティブ・ラーニングの事例研究：グループ発表

＆全体討論（第1回と同じ要領で行います。）

第9回

・自分が受けた授業の中からアクティブ・ラーニングを活

用して改善できると思う授業を挙げ、その理由を紹介して

もらいます。

・候補になった授業を種類や性格からグループ分けしま

す。

第10回

・授業改善プラン作りの第1回グループワーク：グループ

ごとに各自の改善対象授業の概要と改善すべき点およ

び改善案を紹介し合い、意見交換します。

第11回

・授業改善プラン作りの第2回グループワーク：各自、前

回のグループワークを参考に授業改善プランを作ってき

て、グループ内でお互いにブラッシュアップします。

第12～14回

・各自の授業改善プランをレジュメにして発表し、全員で

討論します。司会やタイムキーパー、書記はゼミ生が交

代で担当します。

第15回

・ゼミを振り返って

・ゼミ論集について（コースツールでのディスカッションと

各自の授業改善プランなどをまとめ、この授業の記録を

ゼミ論集にしたいと思います。）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ゼミへの積極的参加度（単なる出席ではなく、ゼミでの発表やディスカッションへの参加、コース

ツールやメールの活用など）を総合的に評価します。:70% 

授業改善プランを、独創性、調査力、まとめ方、考察力で総合的に評価します。:30%

100 ％
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履修者数の上限は20名とします。

skino@fc.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【クラステーマ】　京都の交通と持続可能なまちづくり（ワークショップ方式による）

クルマ社会偏重の現状を変え、ひとと環境にやさしいまちづくりを行うにあたって、京都の交通をどのように変えていったらよいかワークショップ形

式で具体的に取り上げたい。ゲストスピーカーの講義もおこなう。

世界の都市交通とまちづくりの現状と解決方向、カーシェアリングの動向、公共レンタサイクルシステムのヨーロッパの動向等を講義の中で学び

つつ、サステイナブル・コミュニティ（いつまでも住みつづけられるまち）づくりの実現に交通をどのようにしていくかを、ワークショップ方式を取り入

れて考える。班に分かれてアイデアをブレーン・ストーミングで出し、ＫＪ法を使って整理し、プレゼンテーションしあう。

　

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (14)

担当者名 /  Instructor 土居 靖範

54736

問題点を発見する能力と解決する能力を　集団のなかで討議し発表することで切磋琢磨し身につける

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

授業ガイダンス　自己紹介　衣笠キャンパスまでの通学

手段とその問題点の紹介

2

交通でどこが問題か　ウオッチングに出かける

3

京都の交通の問題点と改善について発表

4

駐輪問題、市バス問題　等　具体的に取り上げ、討論す

る

5

「交通改善策のプレゼンテーション」

6

「交通改善策のプレゼンテーション」（続き）

7

世界の交通まちづくりの状況

8

ゲストスピーカー講義「日本の自治体の交通政策」　

9

ゲストスピーカー講義「カーシェアリング」

10

ゲストスピーカー講義「アメリカ合衆国ポートランドの交通

まちづくり」

11

「まちづくり会社を作って、『ＬＲＴを導入する』、『公共レン

タサイクルシステムを作る』、『カーシェアリングシステムを

作る』

12

「まちづくり会社を作って、『ＬＲＴを導入する』、『公共レン

タサイクルシステムを作る』、『カーシェアリングシステムを

作る』」（作業続き）

13

まちづくり会社を作って、『公共レンタサイクルシステムを

作る』、『カーシェアリングシステムを作る』（作業続き）

14

事業企画書の発表会
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授業内で指示する

教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

メール・アドレスはdoi＠ba.ritsumei.ac.jp　です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

15

事業企画書の発表会（続き）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出欠席状況、プレゼンテーション　および　日常レポートで評価します。おおよその配分は

２０％、４０％

４０％　です。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『交通政策の未来戦略　―まちづくりと交通権保

障とで脱「クルマ社会」の実現を－』

土居　靖範／文理閣／978-4-89259-536-3／

LRTが京都を救う 土居靖範・近藤宏一・榎田基明／つむぎ出版／／

進展する交通ターミナル 柴田悦子・土居靖範他／成山堂書店／978-4-425-92761-6／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【クラステーマ】 通訳者の仕事と語学トレーニング法

グローバル化社会が進み、世界はますます小さくなり、政治、経済、文化、芸術、スポーツなど、あらゆる分野で文化の異なる人々との交流が

日々行われるようになってきている。そんな時代の中で、黒子として国際化を支えているのが通訳者たちであると思う。

本講義では通訳者とは何か、どんな仕事をしているのか、どうしたら通訳者になれるのか、プロの通訳者の語学学習法などのテーマに沿って、

通訳という作業を理解し、通訳者になるためにどんな訓練と知識が必要かについて概観的に理解し、学習する。

※「教養ゼミナール」は予備登録科目です（通常の受講登録方法と異なります）。

受講希望者は3月22日～4月9日13時までの期間中に、下記「参考になる WWW ページ」欄に記載している「教養ゼミナールＨＰ」より受講登録を

行ってください。 

第１回目の授業で提示する

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (16)

担当者名 /  Instructor 吉田 慶子

54734

・通訳翻訳としての仕事内容と職業倫理の理解

・通訳翻訳者になるためのトレーニング法を実践的に学習する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

通訳翻訳とは何か

2

通訳翻訳業務の内容について

3

通訳訓練法の紹介と体験Ⅰ

4

通訳訓練法の紹介と体験Ⅱ

5

通訳訓練法の紹介と体験Ⅲ

6

観光・案内通訳

7

コミュニティー通訳について

8

ビジネス通訳とは

9

司法通訳と翻訳

10

逐次通訳とは何か

11

ウィスパリングと同時通訳を体験

12

ビデオを通じて通訳実務について考え、解説Ⅰ

13

ビデオを通じて通訳実務について考え、解説Ⅱ

14

通訳現場の見学

15

通訳現場の見学

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①テーマ毎にグループ分けし、定期的に報告、発表を行う。100 ％
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教養ゼミナールHP（担当教員・クラス紹介、予備登録受付画面へのリンク）

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

講義の進度に合わせ、随時指示する。

授業内のコミュニケーションとアンケートなど

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

②自分の も関心のある課題について、さらに研究調査し、報告レポートにまとめる。

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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【Topic】　Seminar on International Trade and Business

This is a Liberal Arts Seminar Course on International Trade and Business designed to undergraduate students. All first year and above 

undergraduate students are eligible to sign up this 2 credits course. 

The seminar course on international trade and business is important for a number of reasons. First, international trade and business is the 

propelling force of globalization. Second, it is one of the key components of international relations and cooperation. Third, it is one of the 

important engines of growth, development, and employment. Fourth, it is the driving force behind the spectacular progress in the fields of 

technology, communication, and human resources development. The case of Asia is at the forefront. With its 27 percent of global GDP, Asia is 

moving towards achieving 51 percent of global GDP by 2050; especially led by Japan, China, India, Indonesia, Korea, Malaysia, and Thailand. 

This course aims to introduce the basic concepts, importance, and trends of international trade and business through the modality of seminar 

focusing both at the global level and Asia as well. International trade and business is built up primarily on public policy on the one hand and 

private regulatory environment on the other hand. This course will provide opportunity to students to research and deliver a presentation in 

class focusing on international trade, business, and negotiations under the WTO along with domestic and regional developments. 

In class, the instructor will give a presentation on the basic concepts and will encourage students to carry out research individually and in-

group on various topics covered by this course. Students will have an opportunity to learn research skill, prepare research paper, and deliver a 

presentation in class. The class will be organized in a seminar modality.

※You must register for Liberal Arts Seminars in advance.

Apply online during the pre-registration period and pre-register by filling in the necessary information (student ID, name, reason for applying).

The seminar instructor will evaluate the applications and select the students that will take the seminar. 

＜Liberal Arts Seminar Link＞

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm 

＜Pre-registration Period＞

Mar. 22 (Thu.) 10:00 A.M. – Apr. 9 (Mon.) 1:00 P.M.

This course requires no background in economics or other social sciences to sign it up.

単位数 /  Credit 2

教養ゼミナール (17)

担当者名 /  Instructor BHANDARI SURENDRA R.

54733

Upon satisfactory completion of this course, students will be able to: 

• To learn how to carry out research, how to prepare a paper, and how to deliver a presentation

• Have experience of organizing a seminar including the experience of chairing a seminar

• Understand the basic concept, importance and trend of international trade and business in the context of globalization and international 

relations 

• Understand the state and dynamics of international trade and business in Asia

• Understand different models of trade and business theories

• Develop a critical thinking and analysis about the international trade, business and globalization

• Apply the knowledge and information gained through this course for their future career across the globe wherever they would engage in their 

profession

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

The Importance of International Trade and Business

What is international trade? What is international 

business? Why are they important?

2

Trade and International Relation

International trade, international relations, international 

cooperation

3

The Origination and development of GATT

GATT, trade negotiations, and the establishment of the 

WTO

4

The World Trade Organization (WTO)

Origination, objectives and the role of WTO

5

Doha Round Trade Negotiations

What is Doha Round? Why is it important?

6

Multilateralism

What is multilateralism? Why is it important?

7

Regionalism

What is regionalism? Why is it important?

8

WTO Dispute Settlement System

What is the dispute settlement system? How does it 

operate?
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The Instructor will follow the instructions given by Ritsumeikan University regarding Grading and Evaluation. The above-mentioned Grading 

Criteria and Method of Evaluation are subject to necessary changes or modifications to comply with the rules and regulations of the 

University.

Handouts to be provided by the Instructor will cover most of the course contents.

Students are expected to read the handouts, relevant chapters of the textbook and other materials referred by the instructor while preparing a 

presentation and participation in seminar discussion. The class will be organized in a seminar model. Each student will have an opportunity to 

prepare and deliver a power-point presentation in class for 15-20 minutes followed by a class discussion with questions and answers for 

another 30 minutes. In each class one or two students will deliver a presentation, subject to the size of the class. The instructor will explain 

about the concept and research ideas a week in advance to guide the student presenters in developing a paper and delivering a presentation.

This course encourages students to be familiar with research and presentation skills. A good presentation requires a thorough research and 

careful study of the concepts associated with the topic, contemporary dynamics, and possible future trends. The instructor will provide 

handouts, refers to the necessary reading materials, and highlights on research tools in advance. Students are expected to develop their 

presentations and seminar papers using those materials suggested by the instructor. Students can collect and study wider ranges of materials 

on their own to support their studies, papers, and presentations. Plagiarism will be strongly discouraged.

Use library, journals particularly online journals, and web research for better acquaintance with the course and seminar topics.

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

9

Special and Differential Treatment

What is special and differential treatment? Is it 

necessary?

10

Agriculture Issue

What are agriculture issues? Why are these issues 

important?

11

Multinational Corporations

What are multinational corporations? What is their role 

for trade and business?

12

International Business

What is international business? Why is it important?

13

Settlement of International Business Disputes

What are international business disputes? How are they 

settled?

14

Asia’s Role in International Business

International business and Asia, Japan, China, India, 

Indonesia, Malaysia, Thailand, and other Asian 

countries 

15

Future Dynamics of International Trade and Business

Trends, Problems, Possibilities, and Future Dynamics

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Grades

A+ = Above 90 % marks

A = 80 - 89 % marks

B = 70 - 79% marks

C = 60 - 69% marks

F = Below 59% marks

Class Attendance = 20%

Participation in class = 30%

Research and Presentation in Class: 50%

 •Students’ performance and grade will be evaluated based on class attendance, participation, 

research and a presentation in the seminar. There will be no mid-term or final exam. 

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Handouts Surendra Bhandari／／／

International Trade Law: Interdisciplinary 

Theory and Practice

Raj Bhala／Lexis Nexis, 2007／／

International Business Law  3.Ray A. August, Don Mayer, & Michael Bixby／Prentice Hall, 5th ed., 2008／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

The World Trade Organization and the 

Developing Countries

Surendra Bhandari／Deep & Deep Publication, India 2002／／
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Liberal Arts Seminar Link：http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/semi.htm

 1.The World Trade Organization: http://www.wto.org . 

 2.International Chambers of Commerce: http://www.iccwbo.org . 

 3.The United Nations:  http://www.un.org . 

 4.The UNCTAD:  http://www.unctad.org . 

 5.ESCAP:  http://www.unescap.org/ .

 6.World Bank:  http://www.worldbank.org . 

 7.IMF:  http://www.imf.org . 

 8.DESA:  http://www.un.org/en/development/desa/index.html . 

Study aids will be available on the class web page or on the blackboard. Students are welcomed to consult the instructor without prior 

appointment immediately after class. All other days, during the office hours, students are encouraged to consult the instructor with prior 

appointment. Appointment can be fixed either by email surendra@fc.ritsumei.ac.jp or by telephone 075 466 3734.

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

Modern GATT Law Raj Bhala／Lexis Nexis, 2005／／

International Business Law and Its Environment  3.Richard Schaffer & et. al.,／South-Western College/West; 8 edition (January 26, 

2011).／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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　産業革命以降の科学・技術の急速な発達による社会の生産力の発展と人間の経済活動の拡大は、地域的な産業公害から地球規模に至るま

での深刻な環境汚染を引き起こし、人類の生存さえも脅かしつつある。公害・環境問題の解決は、21世紀の現代社会が抱える緊急かつ 重要

の課題の１つであり、とりわけ地球温暖化の危機はもはや一刻の猶予も許されず、環境保全型社会への転換が強く求められている。

　本講義では、地球環境問題を中心とした環境問題全般についての汚染と被害の実態を概説し、その原因・発生メカニズム・影響などを、自然科

学と社会科学の両側面から考察する。具体的には、オゾン層破壊、地球温暖化、大気汚染、化学物質汚染、産業公害、廃棄物問題、自然破

壊、放射能汚染などの問題について、現代社会や人間活動と関係づけながら論じたい。これらを通して、今日の地球環境問題の克服への課題

について検討したい。

特になし。

日頃から環境問題に関する本、新聞、雑誌、テレビ、ビデオ、インターネット、映画、文学、フィールドワークなどを通して、現実の環境問題につい

てのイメージをつかむように努力してほしい。

単位数 /  Credit 2

現代環境論 (SA)

担当者名 /  Instructor 杉本 通百則

13508

・地球環境問題を中心とした環境問題全般についての汚染と被害の実態、その原因・発生メカニズム・影響などを幅広く理解できる。

・現代の公害・環境問題が抱えている課題について、自分の見解を論理的に述べることができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回目

はじめに－20世紀の公害・環境問題

本講義の課題、公害問題、環境問題

第２回目

地球と生命の歴史

地球と生命の誕生、超大陸の形成、生物と自然環境の

相互作用と進化

第３回目

オゾン層破壊とフロンガス

成層圏オゾン層、南極オゾンホール、紫外線、モントリ

オール議定書

第４回目

地球温暖化問題（１）

地球温暖化のメカニズム・影響予測・原因、温室効果ガ

ス

第５回目

地球温暖化問題（２）

気候変動枠組条約、京都議定書、気候政策、排出量取

引

第６回目

大気汚染と酸性雨

硫黄酸化物、窒素酸化物、環境の酸性化、光化学ス

モッグ

第７回目

化学物質汚染と環境ホルモン

内分泌攪乱化学物質、ダイオキシン汚染、有機塩素化

合物

第８回目

公害問題（１）水俣病

塩化メチル水銀、カーバイド・アセチレン系有機合成工

業、石油化政策、水銀による魚介類汚染

第９回目

公害問題（２）イタイイタイ病

カドミウム、発生源対策、まきかえし、未認定患者、カド

ミウム汚染米

第10回目

アスベスト問題とストック公害

中皮腫、クボタ・ショック、複合型ストック公害

第11回目

森林破壊と生物多様性

熱帯林破壊、生物種の絶滅、自然・生物保護

第12回目

放射能汚染と原子力（１）

原子爆弾、放射性物質、核実験、第五福竜丸事件

第13回目

放射能汚染と原子力（２）

原子炉、原子力発電、原発事故、チェルノブイリ

第14回目

放射能汚染と原子力（３）

福島原発事故、低線量内部被曝、原子力立国論

第15回目

まとめ－21世紀の持続可能な社会への展望

物質代謝、大量生産・大量消費・大量廃棄、環境保全

型社会

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義の理解度、論旨の明瞭度などを評価。90 ％

平常点評価 講義中に随時実施する小レポート（感想・意見・質問）などを評価。いわゆる出席点はなし。10 ％



2012 年度シラバス立命館大学

テキストは特に指定しないが、下記『現代地球環境論』は本講義の内容と重なる部分が多く、準教科書的に参考にしてほしい。

必要に応じて講義レジュメや資料などを配布する。また時にはビデオ教材も利用する。

その他の参考文献については講義中に適宜紹介する。

予備知識は特に必要としないが、高校の教科書（物理・化学・生物・地学など）をよく復習しておくこと。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代地球環境論 和田　武／創元社／9784422400211／

地球白書（各年版） クリストファー・フレイヴィン／ワールドウォッチジャパン／／

アジア環境白書（各年版） 日本環境会議／東洋経済新報社／／

環境展望（Vol.1～5） 日本科学者会議公害環境問題研究委員会／実教出版／／

日本公害論 加藤邦興／青木書店／4250770257／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

　産業革命以降の科学・技術の急速な発達による社会の生産力の発展と人間の経済活動の拡大は、地域的な産業公害から地球規模に至るま

での深刻な環境汚染を引き起こし、人類の生存さえも脅かしつつある。公害・環境問題の解決は、21世紀の現代社会が抱える緊急かつ 重要

の課題の１つであり、とりわけ地球温暖化の危機はもはや一刻の猶予も許されず、環境保全型社会への転換が強く求められている。

　本講義では、地球環境問題を中心とした環境問題全般についての汚染と被害の実態を概説し、その原因・発生メカニズム・影響などを、自然科

学と社会科学の両側面から考察する。具体的には、オゾン層破壊、地球温暖化、大気汚染、化学物質汚染、産業公害、廃棄物問題、自然破

壊、放射能汚染などの問題について、現代社会や人間活動と関係づけながら論じたい。これらを通して、今日の地球環境問題の克服への課題

について検討したい。

特になし。

日頃から環境問題に関する本、新聞、雑誌、テレビ、ビデオ、インターネット、映画、文学、フィールドワークなどを通して、現実の環境問題につい

てのイメージをつかむように努力してほしい。

単位数 /  Credit 2

現代環境論 (SB)

担当者名 /  Instructor 杉本 通百則

16169

・地球環境問題を中心とした環境問題全般についての汚染と被害の実態、その原因・発生メカニズム・影響などを幅広く理解できる。

・現代の公害・環境問題が抱えている課題について、自分の見解を論理的に述べることができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回目

はじめに－20世紀の公害・環境問題

本講義の課題、公害問題、環境問題

第２回目

地球と生命の歴史

地球と生命の誕生、超大陸の形成、生物と自然環境の

相互作用と進化

第３回目

オゾン層破壊とフロンガス

成層圏オゾン層、南極オゾンホール、紫外線、モントリ

オール議定書

第４回目

地球温暖化問題（１）

地球温暖化のメカニズム・影響予測・原因、温室効果ガ

ス

第５回目

地球温暖化問題（２）

気候変動枠組条約、京都議定書、気候政策、排出量取

引

第６回目

大気汚染と酸性雨

硫黄酸化物、窒素酸化物、環境の酸性化、光化学ス

モッグ

第７回目

化学物質汚染と環境ホルモン

内分泌攪乱化学物質、ダイオキシン汚染、有機塩素化

合物

第８回目

公害問題（１）水俣病

塩化メチル水銀、カーバイド・アセチレン系有機合成工

業、石油化政策、水銀による魚介類汚染

第９回目

公害問題（２）イタイイタイ病

カドミウム、発生源対策、まきかえし、未認定患者、カド

ミウム汚染米

第10回目

アスベスト問題とストック公害

中皮腫、クボタ・ショック、複合型ストック公害

第11回目

森林破壊と生物多様性

熱帯林破壊、生物種の絶滅、自然・生物保護

第12回目

放射能汚染と原子力（１）

原子爆弾、放射性物質、核実験、第五福竜丸事件

第13回目

放射能汚染と原子力（２）

原子炉、原子力発電、原発事故、チェルノブイリ

第14回目

放射能汚染と原子力（３）

福島原発事故、低線量内部被曝、原子力立国論

第15回目

まとめ－21世紀の持続可能な社会への展望

物質代謝、大量生産・大量消費・大量廃棄、環境保全

型社会

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義の理解度、論旨の明瞭度などを評価。90 ％

平常点評価 講義中に随時実施する小レポート（感想・意見・質問）などを評価。いわゆる出席点はなし。10 ％



2012 年度シラバス立命館大学

テキストは特に指定しないが、下記『現代地球環境論』は本講義の内容と重なる部分が多く、準教科書的に参考にしてほしい。

必要に応じて講義レジュメや資料などを配布する。また時にはビデオ教材も利用する。

その他の参考文献については講義中に適宜紹介する。

予備知識は特に必要としないが、高校の教科書（物理・化学・生物・地学など）をよく復習しておくこと。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代地球環境論 和田　武／創元社／9784422400211／

地球白書（各年版） クリストファー・フレイヴィン／ワールドウォッチジャパン／／

アジア環境白書（各年版） 日本環境会議／東洋経済新報社／／

環境展望（Vol.1～5） 日本科学者会議公害環境問題研究委員会／実教出版／／

日本公害論 加藤邦興／青木書店／4250770257／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　昨年の3月11日に東日本大震災で福島原発事故が起こり、大きな社会問題となっている。かつて2005年にはアスベスト・パニックが起こった。さ

らに、環境問題の原点ともいうべき水俣病事件では、公式発見から半世紀を越えても、いまだに被害者の救済も終わっていない。有害物質によ

る環境汚染の問題はかって「公害」として世に知られたが、今や地球環境問題にまで広がっている。

　この授業では具体的な事例として、アスベスト、水俣病、薬害エイズ、原子力問題などを取り上げ、それらのトピックスを通して環境問題の中に

潜む本質とは何かを考える。

　さらに私たちが今後環境問題にどう対応すればよいのかを考えるため、環境問題と日々取り組んでおられる被害者や専門家の当事者の方々

をゲストに招き、直接話をしていただく機会を設ける。

　 この授業では環境問題の知識を得ることだけが目的ではなく、環境問題を通して自分で考える能力を磨くことが目的である。講義はそのため

のヒントであり、あなた方への問いかけであり、問題提起である。講義を聞いて終わりではなく、始まりであると捉えてほしい。BBS（電子掲示板）

でのディスカッションや、レポートもそのつもりで取り組んでほしい。

　この授業はインターネットを通じたオンデマンド形式とスクーリング（１回）で実施される。学生は受講可能期間中（各講通常１週間）の好きな時

間に、自宅や大学のコンピュータ教室から授業を受けることができるが、各自のスケジュールに合わせて計画的に学習を進めることが必要であ

る。

　

●この科目はオンデマンド授業です。

　登録者は、立命館大学のコースツールを通して受講することになります。

　PCやインターネットの基本的な操作を習得している事が必要です。

　具体的な受講方法は、開講前に送信される事務局からのメールをご参照ください。

●開講前や開講中には、授業に関する大切な情報が、

　大学のメールアドレス宛てに送信されます。

　受信BOXの容量過多等のトラブルに注意し、

　大学からの案内を受信できる環境を整えるようにしてください。

　大学からのメールは、「……@st.ritsumei.ac.jp」のアドレスから送信されます。

●オンデマンド授業は、大学のマルチメディアルーム（オープンパソコンルーム）のPCから受講することができます。

　また、同様の受講環境（PCの性能、ブラウザの種類、通信速度）であれば、

　学外のPCからも受講することができますが、受講を保障するものではありません。

オンデマンド授業については下記ページを参照すること。ページからはガイダンス動画を見ることもできる。

登録前に必ず視聴すること。

URL:http://www.ritsumei.ac.jp/ondemand/2012/pre-guide-2012gendai.html

授業スケジュール:

9月27日（木）配信開始を予定しています。

その後木曜日を基点に、1週間ずつ講義期間として設けます。

【予定】

第１回：9月27日（木）13：00～10月4日（木）13：00

第２回：10月4日（木）13：00～10月11日（木）13：00

第３回：10月11日（木）13：00～10月18日（木）13：00

・・・

終回（予定）：2013年1月10日（木）13：00～～2013年1月17日（木）13：00

※あくまで予定です。大きな変更は予定していませんが、年末年始の冬期休暇の関係で

　少しスケジュールが変わる可能性もあります。日程は確定し次第、ご案内します。

なし。大学生なら、わからないことはちょっと自分で調べれば大体は理解できるはずである。

単位数 /  Credit 2

現代環境論 (Z)

担当者名 /  Instructor 木野 茂

54728

・ 環境問題とは何かを理解する。

・ 自分で問題を見つけ、自分で調べる力をつける。

・ 調べたことの受け売りではなく、自分で考える力をつける。

・ レポートをまとめる力をつける。

・ 授業を受け身ではなく、自ら学んだという実感を得る。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回 

ガイダンス、水俣病事件から学ぶ①（公害認定までの長

い道のり）

環境汚染、メチル水銀、食物連鎖、水俣病、公害認定



2012 年度シラバス立命館大学

・第1～第2回目：教科書のはしがき、あとがき、第1章を読んでくる。

・第3回目：教科書の第2章を読んでくる。

・第4回目：アスベストに関する記事やWebを読んでくる。

・第5回目：教科書の第5章を読んでくる。

・第7回目：教科書の第6章を読んでくる。

・第8回目：教科書の第7章を読んでくる。

・第9回目：教科書の第8章を読んでくる。

・第10回目：教科書の第9章を読んでくる。

・第11回目：教科書の第10章を読んでくる。

・第12回目：教科書の第4章を読んでくる。

・第13回目：教科書の第3章を読んでくる。

・第14回目：教科書の第11章を読んでくる。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

第2回

水俣病事件から学ぶ②（被害者の救済と公害の責任）

見舞金契約、被害者救済、加害責任、認定制度、解決

策

第3回

公害と労災職業病①（ある町工場のマンガン中毒事件か

ら）

町工場、マンガン中毒、公害と労働者、労働安全衛生、

不作為

第4回

公害と労災職業病②（アスベスト・パニックから）

アスベスト、粉じん、潜伏期間、補償と救済

第5回

スクーリング：直接顔を合わせる貴重な機会なので、日程

をスケジュールで確認し、できる限り出席すること。

オンデマンド授業、公害、環境問題、現代環境論

第6回

薬害から学ぶ①（薬害エイズは今・・・：被害者の花井十

伍さんに聞く）

薬害、血友病、血液製剤、薬害エイズ、告知、エイズパ

ニック、HIV訴訟

第7回

薬害から学ぶ②（薬害を未然に防いだ製薬労働者：北野

静雄さんに聞く）

新薬、薬害、大鵬薬品、ダニロン、マイルーラ、データ不

正、労働組合

第8回

原子力とエネルギー①（原子力の光と影－原子力は夢の

エネルギーだったか）

原子力、原水爆、原子力発電、事故、被曝、原発労働

者

第9回

原子力とエネルギー②（プルトニウムと私たち：アイリー

ン・スミスさんに聞く）

プルトニウム、高速増殖炉、もんじゅ、プルサーマル、エ

ネルギー政策、核拡散

第10回

原子力とエネルギー③（エネルギーと人間：京大原子炉

の小出裕章さんに聞く）

石油、原発、核廃物、エネルギー浪費、不平等、差別

第11回

公害環境問題と差別（公害や環境問題でも差別の問題

は避けて通れない）

公害患者への差別、ニセ患者問題、胎児障害、公害と

障害、障害者差別、優生思想

第12回

公害環境問題と行政（自治体の現場から：高槻市会議員

の二木洋子さんに聞く）

環境行政、環境アセスメント、バイオハザード、住民、環

境自治体

第13回

公害環境問題と専門家（水俣病と三池炭じん爆発から：

熊本学園大の原田正純さんに聞く）

三池炭鉱、炭じん爆発、ＣＯ中毒、後遺症、水俣病、胎

児性、専門家の責任

第14回

公害環境問題と私たち（さまざまな専門家の役割を問う。

では私たちは？）

原因究明、被害者救済、専門家、良心、責任、私たち

第15回

現代環境論とは？

現代環境論、大学教育

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験は行わない。0 ％
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教科書の各章に参考文献を記している。

必要に応じて授業でも紹介する。

必要に応じて授業で紹介する。

●この科目はオンデマンド授業です。

　登録者は、立命館大学のコースツールを通して受講することになります。

　PCやインターネットの基本的な操作を習得している事が必要です。

　具体的な受講方法は、開講前に送信される事務局からのメールをご参照ください。

●開講前や開講中には、授業に関する大切な情報が、

　大学のメールアドレス（……@ed.ritsumei.ac.jp／……@apu.ac.jp）宛てに送信されます。

　受信BOXの容量過多等のトラブルに注意し、

　大学からの案内を受信できる環境を整えるようにしてください。

　大学からのメールは、「……@st.ritsumei.ac.jp」のアドレスから送信されます。

●オンデマンド授業は、大学のマルチメディアルーム（オープンパソコンルーム）のPCから受講することができます。

　また、同様の受講環境（PCの性能、ブラウザの種類、通信速度）であれば、

　学外のPCからも受講することができますが、受講を保障するものではありません。

授業外学習で記したように、該当する章を講義の前に読んでくること。教科書を読んでいることを前提にして講義を行う。

　また、この授業ではＢＢＳを使って受講生の授業への積極的な参加を求める。同じ講義を聞いても人によって受け止め方がいかに違うかを知

ることが自分で考えるための第一歩である。ＢＢＳの書き込みに対しては主として教育コーチ（山中由紀氏）が対応する。

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

なお、直接の対話は、スクーリング（対面授業）の機会に限られます。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 終レポート（50％）は「環境と人間」の範疇に入るものであれば、テーマは自由。調べたことを

まとめるだけでなく、自分で何かをつかんだと認められるものを高く評価する。分量は2000字以

上。ただし、多ければよいというものではなく、内容がともなっていることが必要である。 

終レポート以外に、授業コンテンツの視聴確認テスト（５％）、理解度確認小テスト（15％）、指

定課題の小レポート（２回、各500字程度、各５％）の日常学習の評価が計30％である。

さらに、オンデマンド授業ならではの電子掲示板（BBS）への読み書き参加状況への評価が

20％である。この授業では講義を聞くだけで終わらず、講義を題材に自分の頭で考え、それを

みんなと意見交換することを重視している。講義を聞いて考えたことをスレッドに立て、それに対

してみんなで意見を交換し合うのであるが、これによって同じ講義を聞いても人によって受け止

め方がいかに違うかを知ることができる。お互いの違いを知った上で、自分の考えをまとめる力

をつけてもらうことが目的である。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新版　環境と人間―公害に学ぶ 木野茂編／東京教学社／8082-5013-6／第7刷（2011.4刊）を使用する。

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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本講義では、職場における性的嫌がらせ、婚姻にさいして氏を同じにすること、労働現場の変化と法、犯罪とそれに対する刑事罰のあり方、男女

の平等な取り扱い、表現の自由とプライバシー、親子の法的問題等、現代における市民生活のなかで生ずる法的問題について論じます。

特にありません。

参考書による自学自習、授業内容の復習が授業の学習に効果的です。 

現代の法と社会に関する授業ですので、新聞の法的問題に関する記事を読むことをおすすめします。

単位数 /  Credit 2

現代社会と法 (S) § 現代社会と法 (SG)

担当者名 /  Instructor 大平 祐一

13630

市民生活のなかで生ずるさまざまな法的問題についての基礎的知識、考え方を身につけ、健全な市民として成長できる素地を蓄積すること

テキストはありませんので、授業に出席し、しっかりノートをとってください。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１章

はじめに

現代社会と法を学ぶに当たって

第２章

セクハラ

男女雇用機会均等　人間の尊厳

第３章

夫婦の氏

婚姻　自己決定

第４章

派遣労働

登録型派遣 派遣労働者の法的地位

第５章

犯罪と刑罰

罪刑法定主義　刑罰の正当化

第６章

民事裁判

弁論主義　裁判外の紛争解決

第７章

刑事裁判

適正手続　当事者主義

第８章

表現の自由

知る権利　情報公開

第９章

プライバシー・名誉毀損・わいせつ表現

私生活の覗き見　人格権

第１０章

平等

男女の平等　アファーマティブ・アクション

第１１章

親子

親権　養子

第１２章

宗教と法

信教の自由　政教分離

第１３章

外国人と法

外国人の権利　公務就任

第１４章

消費者と法

売買　消費者契約法

第１５章

まとめ

法の理念

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業でとりあげた基本的なことがらを的確に理解できていること。100 ％
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拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

法学入門　第6版 末川博／有斐閣／／

現代法学を学ぶ人のために 中川淳／世界思想社／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

様々な健康情報・健康問題が取り巻く現代で、「健康に生きる」ということはどういうことなのか、また、これからますます進む高齢化社会とどのよ

うに向き合っていくのか、などについて考えていきたい。　

テーマが多いため、こまめに復習を行ってほしい。

単位数 /  Credit 2

現代人とヘルスケア (SA)

担当者名 /  Instructor 空閑 佐智子

13510

様々な健康情報・健康問題を知り、「健康」について自分の考えを持つ。

特別な予備知識は要求しないが、日ごろから自分や家族などの健康に関心を持っておくことが望ましい。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

健康ってなんだろう？

平均寿命・死亡率

2

食べることついて（栄養素）

栄養・三大栄養素

3

食べることついて（栄養素）

ビタミン・ミネラル・食物繊維

4

食べることついて（食生活）

食事摂取基準・食事評価・外食

5

運動について

運動の効果・身体活動量

6

メタボリックシンドローム

診断基準　

7

肥満

体脂肪・減量

8

生活習慣病①

糖尿病

9

生活習慣病②

高血圧

10

夏の健康対策

熱中症

11

タバコ

有害物質・依存症・禁煙

12

アルコール

代謝・パッチテスト

13

健康食品

保健機能食品

14

食品表示

期限表示・強調表示

15

これからの高齢社会

高齢化率・認知症

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 筆記試験（授業内容の理解度を判定）100 ％
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拡張項目 

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

様々な健康情報・健康問題が取り巻く現代で、「健康に生きる」ということはどういうことなのか、また、これからますます進む高齢化社会とどのよ

うに向き合っていくのか、などについて考えていきたい。　

テーマが多いため、こまめに復習を行ってほしい。

単位数 /  Credit 2

現代人とヘルスケア (SB)

担当者名 /  Instructor 空閑 佐智子

16233

様々な健康情報・健康問題を知り、「健康」について自分の考えを持つ。

特別な予備知識は要求しないが、日ごろから自分や家族などの健康に関心を持っておくことが望ましい。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

健康ってなんだろう？

平均寿命・死亡率

2

食べることついて（栄養素）

栄養・三大栄養素

3

食べることついて（栄養素）

ビタミン・ミネラル・食物繊維

4

食べることついて（食生活）

食事摂取基準・食事評価・外食

5

運動について

運動の効果・身体活動量

6

メタボリックシンドローム

診断基準

7

肥満

体脂肪・減量

8

生活習慣病①

糖尿病

9

生活習慣病②

高血圧

10

冬の健康対策

風邪・インフルエンザ

11

タバコ

有害物質・依存症・禁煙

12

アルコール

代謝・パッチテスト

13

健康食品

保健機能食品

14

食品表示

期限表示・強調表示

15

これからの高齢社会

高齢化率・認知症

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 筆記試験（授業内容の理解度を判定）100 ％
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拡張項目 

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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  現代の日本政治は、先進国に共通する構造と問題をもちつつ、日本的な特徴も見出される。この科目は、日本の政治について、基礎的な知識

と検討のための視点を養う。取り上げるテーマは、日本政治の全体の構造、および選挙、政党、行政官僚制、利益集団、地方自治、市民参加な

どの制度と活動の実際である。内容と関連づけて、政治学の諸理論、政治文化、国際比較、日本の近現代の政治史などを扱う。今年度は、現代

日本の政治の諸相を、下記のシラバスの項目に沿って、講義します。

 授業外学習の指示は、次のとおりです。さしあたり、①新聞の社会・政治欄を読むこと、②ドキュメンタリー番組を努めて観ること、③国会・中央

政府（省庁）・審議会・地方自治体・政党・各種団体・新聞社等のＨＰを訪問すること。

単位数 /  Credit 2

現代日本の政治 (S)

担当者名 /  Instructor 堀 雅晴

13531

 現代日本の政治を理解し、自らの「考える力」を養い、議論が文書上でも口頭でも思考力を発揮できることを目標としています。この場合、「考え

る力」とは、理解力・分析力・批判力（非難力ではない）・反論力のことを意味しております。そして、これらの力を養成するために、一方的な講義

ではどうにもならず、やはり双方向講義の実施がかかせません。

　なぜならばこうした力は受講生によって、すでに獲得水準が異なっているわけで、後述（成績評価・備考欄）の「出欠用紙」でフィードバックしてい

ただくことにより、個別対応が必要となっているからです。もちろん受講者の理解等を確認するために、「出欠用紙」の正確な記入が前提となって

いることはいうまでもありません。

　なお第1回目の講義では、このあたりの話を十分にしますので、絶対に欠席しないでください。 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

「現代日本の政治」／授業計画、双方向授業の提案、

出席用紙の配布、「まとめのレポート」の作成方法と提

出の説明

2

民主主義の原点を探る

丸山真男

3

政治的教養とはなにか

自然科学と社会科学にとっての「真理」と「方法」

4

現代日本の政治体制論：憲法体制と安保体制（１）

戦前と戦後の比較、象徴天皇制

5

現代日本の政治体制論：憲法体制と安保体制（２）

日米安保再定義

6

戦後日本の政権論（１）

戦後諸内閣、理念内閣から利益内閣へ、

7

戦後日本の政権論（２）

93年政権交代、2009年政権交代

8

戦後日本の政党論（１）

戦前の政党、自民党、社会党

9

戦後日本の政党論（２）

共産党、公明党等

10

保守政権の支配構造（１）

支配構造の原型

11

保守政権の支配構造（２）

自民党一党優位

12

保守政権の支配構造（３）

政治不信と劇場型政治

13

教育と公共性（１）

拙稿（飯田哲也編『公共性と市民』学文社、所収）

＊「授業のまとめ」レポートの課題提示

14

教育と公共性（２）

同上

＊「授業のまとめ」レポートの回収

15

現代日本の政治を考える

「授業のまとめ」レポートの講評

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 80 ％
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講義のやり方を、次のとおりに工夫しているので、履修する学生には、その点をよく理解してほしいです。

　それは双方向講義の実施です。つまり「出欠用紙」を用いて、毎回の講義への出欠・感想・質問等について受講生とやりとりするというもの

です。なお「出欠用紙」は、初回の際にのみ配付し、それ以降は配布しませんので、何卒、ご承知おきください（初回に欠席して「もらっていま

せん」という学生さんには、毎年困っております）。こうした措置は登録期間中とはいえ、15回の講義を確保するとの大学側の意向にそって考

えています。

　双方向講義については１回目の講義において十分に説明をしますので、絶対に出席してください。やむをえない理由で欠席される方は、あ

らかじめ担当者まで、正当な理由を書いてhori@lawまで送信しておいてください。その方のみ、特別の配慮（「出欠用紙」の配布等）をします。

他の科目に出席を予定している学生も、１回目の前に、同じくhori@law.ritsumei.ac.jpまで連絡してください。

　 後に４回生以上の学生のなかには、就職活動等に対する「特別の考慮」を求める方が、たまにおられます。そもそも当該科目は、４回生

以上での取得を想定しておりません。また公平の観点からも、そうした特段の配慮はありません（念のため）。

浅井基文（広島市立大学）、五十嵐仁（法政大学）、加藤哲郎（一橋大学）、水島朝穂（早稲田大学）のHPです。Googleで検索ください。

　大学での勉強の仕方の分からない方へ、初歩から本の読み方、要約の仕方、質問の作り方、討論の仕方、学術論文のまとめ方を、きちんと教

えます。きっとゼミや就活に、そして社会人になって、十分に役に立つはずです。ただし、ちゃんとやった人だけの「成果」としてですが。

　皆勤と予復習の励行、これが学修の王道です。

メール

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 欠席への評価は、２０％内の評価分のなかに含まれます。20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『概説　現代政治』 五十嵐　仁／法律文化社／4-589-02136-6／これを中心に使います。

『公共性と市民』 飯田哲夫編／学文社／／ 後の１回は、これを使います。

１８歳から考える日本の政治 五十嵐仁／法律文化社／／ 近の話まで網羅されえていて便利

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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都市や人間社会は、人類発祥以来、種々の創意工夫や試行錯誤を繰り返しながら発展してきた。このような歴史的推移を概観した上で、第１週

～第７週では材料科学とものづくり産業の歴史的変遷と現代の到達点および諸課題について、また、第８週～第１４週では都市・社会システム

分野における「まちづくり」のためのインフラストラクチャーの整備と諸課題について、当該分野の専門家が解りやすく講義する。

とくに個別の科目を指定することはしないが、国内外における現代社会や科学技術の動向に関し、日常的に興味をもって、新聞やテレビの

ニュースに接することが望ましい。

現代の科学技術は、何らかの観点から殆んどが文理融合型のテーマに繋がっており、新聞・テレビ・各種文献資料を通じて、科学技術と人間社

会・日常生活との関わりについて、機会あるごとに自分の意見やコメントをノートに纏めるなどの訓練をすることが望ましい。

単位数 /  Credit 2

現代の科学技術 (S) § 現代の科学技術 (J)

担当者名 /  Instructor 酒井 達雄、春名 攻

16194

「材料科学とものづくり産業における現代の到達点と諸課題」および「まちづくり論を題材とした都市・社会システム分野の現代の到達点と諸課

題」の２つのテーマに関する歴史的経緯を把握するとともに、各分野における現代科学の到達点と今後の課題を明確にする。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

文明の始まりと材料の発達

石器時代→青銅器時代→鉄器時代→現代社会

2

ものづくり技術の発達（原動機の変遷を中心にして）

人力、風車、水車、モーター、エンジン、蒸気タービン、

ガスタービン、ロケットなど

3

ものづくり技術の発達（エネルギー源の変遷を中心にし

て）

化石燃料（石炭・石油）、原子力、自然エネルギー（風

力、水力、太陽光、潮汐力、波力など）

4

産業技術と地球環境問題

地球温暖化のメカニズムと解決方法の模索、低炭素社

会の実現

5

材料試験技術の歴史と材料強度データの整備

材料試験の歴史、代表的な材料試験法、材料強度デー

タの集積と利用、データベース

6

ものづくり産業における安全設計と信頼性確保

材料強度と力学的負荷、有限寿命設計と耐久設計、安

全性・信頼性の確保

7

実機の破損事例解析と破損防止策

各種製品の破損事例、破面観察、破壊メカニズムの解

明、材料開発・改質、設計法の改善

8

（まちづくり論を題材とした都市・社会システム分野の現

代の到達点と諸課題）の概説 

まちづくり論における都市・社会システム認識の方法と

その具体的事例

9

システムズ・アナリシスによる「まちづくり」の方法論 

都市・地域計画システムと都市・地域マネジメントシステ

ムを中心とする「まちづくり」へのシステムズアプローチ

10

まちづくりへのシステムズアプローチの事例解説(１) 

都市・地域基盤整備を対象とする事例

11

まちづくりへのシステムズアプローチの事例解説(２) 

防災基盤整備，交流基盤整備(運輸交通・情報通信)を

対象とする事例

12

まちづくりへのシステムズアプローチの事例解説(３) 

居住・生活基盤整備，産業活動基盤整備を対象とする

事例

13

まちづくりへのシステムズアプローチの事例解説(４)

学術・文化基盤整備，リゾート・リクリエーション整備基

盤整備を対象とする事例

14

まちづくり事業のトピックス解説 

地方都市における大規模農業公園開発事業，一般廃

棄物処理システム開発事業，高齢者福祉サービス開発

事業

15

初に本科目で学習した要点を説明・解説した上で、学

習理解度を確認するための筆記試験を実施する。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席状況、小テスト受験、レポート提出等の履歴評価１５％100 ％
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特になし。

講義の中で、適宜、資料・参考図書・文献などを提示する。

講義で使用する資料はデジタルファイル化して受講者が入手できるようにする。

特になし。

毎回、授業に出席し、講義内容の理解と課題発見・解決のための力量を涵養する日常的な取組みが大切である。

担当者：春名 攻　haruna@se.ritsumei.ac.jp

担当者：酒井達雄 sakai@se.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

小テスト・レポート等の内容や理解度、学習取組み等の評価　１５％

第1週～第7週分から2題，第8週～第14週分から2題，合計4題を出題し，内容の理解度を評価

する　70％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

金属疲労の基本と仕組み 酒井達雄／秀和システム／978-4-7980-2972-6 C3057／文社系学生に解り易い執

筆・編集

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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講義は、学校現場、教員養成、教育行政などの視点から、教育現場での実際の諸課題について解説する。情報化社会への対応や大震災に見

られた学校の危機管理など具体的な様子を解説し、各自の課題意識を探求させたい。

大規模授業ながら、一方的に聴くのではなく、積極的に質問をし、授業に参画してほしい。

レポート試験には、毎回の小レポートと日々の文献研究で深めたテーマに関してより多角的、発展的な論述を求める。積極的な質問や文献研究

単位数 /  Credit 2

現代の教育 (S)

担当者名 /  Instructor 川野 智

13692

１．現代の教育の諸問題について、その背景や原因、検討すべき課題を指摘できる。(知識・理解）

２．現代の教育の諸問題について、教育学的な視点に基づき、解決策や対処すべき課題に関して自らの意見を述べることができる。（思考・判

断）

３．教育に関して興味関心を持ち、自ら調べ、考える態度を持つ。（関心・意欲・態度）

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

イントロダクションと導入

【キーワード】自己紹介、授業の到達目標・授業の進め

方・成績評価方法等の説明、各回の授業概要の説明と

導入課題

２

現代の教育の諸相１／教育活動におけるＩＣＴ教育の変

遷と実際

【キーワード】ＩＣＴ教育の歴史、学力向上とＩＣＴ、タブレッ

トなど新教育機器の可能性

３

現代の教育の諸相２／教育行政から見たＩＣＴの整備と課

題および校務におけるＩＣＴ活用の変遷と実際

【キーワード】行政予算と学校設備、ＩＣＴ機器の設置、校

務におけるＩＣＴ機器活用の歴史

４

現代の教育の諸相３／情報社会の影

【キーワード】情報社会で子どもたちを待ち受ける罠、コ

ンピュータ・ゲーム、情報モラルや情報犯罪に関わる罠

５

現代の教育の諸相４／学力向上、学習指導要領の変遷

と実際の授業

【キーワード】学習指導要領、データに見る学力の変

遷、京都府における学力向上の施策、言語活動の充実

６

現代の教育の諸相５／生徒指導、人権教育、特別支援

教育の実際

【キーワード】不登校、いじめ、生徒指導の原則、人権教

育の動向、特別支援教育の基本的な考え方

７

現代の教育の諸相６／道徳教育、特別活動、総合的な

学習の時間、小中一貫教育

キーワード】道徳教育の目標、「京の子ども　明日への

とびら」、「心のノート」、特別活動の目標、総合的な学習

の時間の実際、小中一貫教育の目標・動向

８

現代の教育の諸相７／学校経営と学校組織の実際

【キーワード】学校経営の基礎、ＰＤＣＡサイクル、学校

組織の特徴、教職員の組織

９

現代の教育の諸相８／教育行政の実際

【キーワード】文部科学省、都道府県教育委員会、市町

村教育委員会、起案決済、教育関係法律

１０

現代の教育の諸相９／教職員の資質向上、服務、教員

研修、人材育成の実際

【キーワード】教員研修、ライフワークにおける教員の自

己研修、学校現場での人材育成

１１

現代の教育の諸相１０／学校と地域社会、新しい教育の

動向

【キーワード】学校と地域、小学校における外国語活

動、国際理解教育

１２

現代の教育の諸相１１／学校の危機管理、安全教育

【キーワード】東日本大震災における学校体制への考

察、学校事故、安全管理、危機管理

１３

現代の教育の諸相１２／現代教育を取り巻く課題

【キーワード】要求する親・問われる教師、モンスターペ

アレント、学校と教師の対応

１４

現代の教育の諸相１３／現職校長が見た現代の教育諸

課題

【キーワード】現場の先生の生の声（ゲストスピーカ）

１５

まとめと振り返り

【キーワード】各回の受講生の優秀レポートを紹介しな

がら、それぞれのテーマのまとめを行い、レポート試験

におけるより深い考察へつなげる。
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レポート試験を１回実施する（４４点満点）。また、小レポート（各４点満点×１４回＝５６点）の書き方については、単なる授業の感想ではなく、

授業で指示した設問に対する回答や、毎回の授業の到達目標の達成度など、授業に主体的に参加していなければ答えられない内容とす

る。なお、小レポートにはＱＲコードを必ず添付すること。添付していない小レポートは１点減点とする。

特に指定しない。必要な資料は適宜配布する。

など、十分な授業外学習を進めてほしい。

学習指導要領等は文部科学省（http://www.mext.go.jp/）を参照すること。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 現代の教育の諸相１～１４に関して、一つもしくは複合的なテーマについて、複数の文献に当た

り、多角的に考察し、自らの意見を述べる。

（注意）

①自らの意見と引用、参考にした意見とが区別できるよう、引用・参考部分にアンダーラインを

引き、文末に出典を必ず明記すること。

②小レポートよりも深く多面的に考察したものを求める。

44 ％

平常点評価 毎回の授業の終わりにその日のテーマに関して小レポートを提出（Ａ４一枚、４点×１４回＝

５６％）。

56 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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この講義は、現代の経営の仕組み、およびそれをとりまく社会・経済についてのごく基礎的な知識を獲得すること、それを通じて「現代の経営」に

社会的に何が求められているのか学ぶことを主たる目的としています。このため、講義では基礎的な知識の内容そのものも、もちろん展開されま

すが、あわせて「現代の経営を学ぶ上で何を知っておかなければならないのか」を理解することが重視されます。そして、この講義では、単に教

科書的な知識をつみあげるだけではなく、実際の「現代の経営」について具体的なイメージをもてるようにトピックス（企業事例）から理論学習に

はいるように工夫されています。

「企業と社会」などの経営学（＝特に企業統治、人事・労務、経営戦略など）系の科目。

日本経済新聞、週刊東洋経済などの経済紙を読むことを薦める。

単位数 /  Credit 2

現代の経営 (SA)

担当者名 /  Instructor 玉井 信吾

13637

(1)現代の経営の仕組みについての基礎的な知識を獲得する。

(2)現代の経営に関わる経済・社会の仕組み及びその社会的課題や問題点について理解する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第01回

大学でどう学ぶか～イントロダクション

大学までの「学習」　大学での「学習・研究」

第02回

会社は誰のものか：株式会社の基本構造

株券、株価、株式市場、所有と経営の分離、法人、ヒト・

モノ・カネ・情報、ステークホルダー

第03回

会社は誰が動かしているのか：社長とは何をする人か、

組織の基本的な仕組みなど

トップマネジメント、会長・社長・部長・課長・係長、取締

役・常務・専務、営業部・総務部・人事部

第04回

どんな会社があるのか：主要な企業形態、産業（業界）と

企業

産業、業界、景気、景気循環、会社企業と自営業

第05回

会社の一生：ベンチャーから大企業への成長プロセスと、

倒産・清算

ベンチャー、大企業・中小企業、株式公開、倒産・清算、

買収・合併、M&A

第06回

会社はどうやって動いているのか：戦略とマーケティング

に関わって

理念・目的、戦略、戦術、経営環境、市場、顧客

第07回

会社で働くとはどういうことか：マネジメントに関わって

マネジメント・サイクル、日本的経営、モチベーション、労

働組合、非正規労働者、事業部制・マトリックス組織

第08回

前半７回の中間総括

企業統治、組織構造、HRM（人的資源管理）

第09回

企業を取り巻く環境変化：戦後復興から「失われた１０年」

高度成長、石油ショック、バブル、平成不況、円高・円

安、日米関係、日本的経営

第10回

企業の社会的責任

社会的責任、CSR、企業倫理、過労死、サービス残業、

雇用機会均等法

第11回

国際化時代の企業：グローバリゼーション、国際社会と企

業、地域と企業

グローバリゼーション、多国籍企業、南北問題、ODA、

環境問題、地域社会の崩壊、外国人労働者、中国、イ

ンド、ASEAN

第12回

経営の新しい動き：NPO、フェアトレードなど

NPO、社会的投資、フェアトレード、まちづくり、女性（女

性労働、女性経営者）

第13回

現代の経営の 新課題とは

JR福知山線脱線事故、福島第一原発事故

第14回

これまでの講義内容のまとめ

（各回講義のKeyワードを参照されたい）

第15回

到達目標確認のための問題演習

（各回講義のKeyワードを参照されたい）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述・論述形式を中心とする。70 ％
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＊質問・感想票は「提出さえすれば即加点」ではなく、その内容に応じて 大で 10％考慮する。

毎回の講義は原則として教科書内容に沿って進めて行く。

参考書については、講義中適宜指示・紹介する。

日本経営学会--- http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsba/

組織学会---　　 http://wwwsoc.nii.ac.jp/aos/

この他、日本労務学会、労働政策研修研究機構など。

　丸暗記だけで単位がとれる仕掛けにはなっていないので、そのつもりで受講するか否かを決められたい。

多くの受講者にとって、本講義内容は就職後の人生に深く関わることであるから、それを念頭において受講されたい。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価   左記30％の内、20％はDVD教材を視聴した上で、

設問に解答してもらうレポートとする。　残り10％

は所謂「出席点」ではなく、毎回の質問・感想票＊

（＝任意提出）とする。　詳細は以下備考を参照。

30 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

はじめの一歩・経営学 守屋貴司ほか／ミネルヴァ書房／／改訂版（＝2012年・春に刊行）。

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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本講義は、「現代の経営の仕組み」とそれをとりまく「社会・経済」についての基礎的な知識を獲得すること、それを通じて今日、「現代の経営」に

社会的に何が求められているのか学ぶことを主たる目的としています。このため、講義では基礎的な知識の内容そのものも、もちろん展開されま

すが、あわせて「現代の経営を学ぶ上で何を知っておかなければならないのか」を理解することが重視されます。そして、この講義では、単に教

科書的な知識をつみあげるだけではなく、実際の「現代の経営」について具体的なイメージをもてるようにトピックス（企業事例）から理論学習に

はいるように工夫されています。 

「企業と社会」などの経営学、経済学系の科目。

経営、経済、社会に関心を持つことが望ましい。

『日本経済新聞』、『日経ビジネス』を読むことを薦めます。

単位数 /  Credit 2

現代の経営 (SB)

担当者名 /  Instructor 岩本 敏裕

16219

(1)現代の経営の仕組みについての基礎的な知識を獲得する。

(2)現代の経営に社会から何を求められているのかを学ぶ。

(3)現代の経営に関わる経済・社会の仕組みやその社会的課題や問題点について理解する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

大学でどう学ぶか

理論、企業の社会的責任、組織、消費者、企業経営

第2回

どんな会社があるのか

業種　業界、製造業、サービス業、法人企業、個人企

業、非営利組織、営利企業、公企業、寡占、独占、公益

企業、共同組合

第3回

会社は誰のものか

株主、株式、株式会社、証券取引所、株価、株主総会、

取締役（会)、執行役（会）、監査役（会）、合同会社、ス

テークホルダー、コーポレート・ガバナンス

第4回

会社の一生

ベンチャー、大企業・中小企業、株式公開、倒産・清算、

合併・買収、M＆A、分社化、コングロマリット化

第5回

会社は誰がうごかしているのか

マネジメント、マネジメント・サイクル、経営者、トップ・マ

ネジメント、ミドルマネジメント、ロアーマネジメント

第6回

会社で働くとはどういうことか、労働組合ってなに

モチベーション、日本的経営、労働組合、労働三権

第7回

会社はなにに基づいて活動しているのか

経営環境、経営理念、経営戦略、市場、顧客、競争、市

場原理、経営資源、競争戦略

第8回

会社の動かし方としての経営戦略(1)

アンゾフ、シナジー、SWOT分析、五つの競争要因、経

験曲線、多角化、SBU、PPM

第9回

会社の動かし方としての経営戦略(2)

価値連鎖、コア・コンピタンス、能力アプローチ、ドメイ

ン、ドメイン・コンセンサス

第10回

会社の動かした方としての経営戦略(3)

イノベーション、シュンペーター、新結合、非連続的イノ

ベーション、漸進的イノベーション、テクノロジー・プッ

シュ、ディマンド・プル、技術の「S字カーブ」、アバナシ

―・アッターバックモデル、イノベーションの収益化

第11回

ものが売れる仕組み

マーケティング、4P、セグメンテーション、ターゲティン

グ、消費財、産業材、ニーズ、ウォンツ、コミュニケーショ

ン、販売促進、流通、小売業、プライベートブランド

（PB）、ナショナル・ブランド（NB）、価格、POS

第12回

ものをつくる仕組み

大量生産、多品種変量生産体制、ジャスト・イン・タイム

（JIT）

第13回

経済社会の動きと企業経営

高度成長、石油ショック、バブル、平成不況、円高・円

安、経済のサービス化、新自由主義、景気循環

第14回

企業の社会的責任と企業倫理、新しい企業と経営のあり

方

コンプライアンス、企業倫理、過労死、過労自殺、メンタ

ルヘルス、非営利組織（NPO）、社会的企業、ワーク・ラ

イフ・バランス

第15回

グローバル化時代の企業・経営

グローバル化、IMF、BRICs、外国人労働者
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（1）日常から経営関連の新聞や雑誌に関心を持つようにしてください。

（2）授業中の私語は厳禁とします。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） テキスト記載のキーワードを中心に、基礎的な理解を問います。80 ％

平常点評価 小レポートの提出（10点×2回）。20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『はじめの一歩経営学　第2版』 守屋貴司・近藤宏一編著／ミネルヴァ書房／978-4-623-06331-4／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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テーマは『世界経済のグローバル化と日本』。現代の国際関係と日本について、主に経済的側面から学ぶ講義です｡

グローバリゼーションの進展によって表面化した現代の世界経済における様々な諸問題について、日本との関連性を視野に含めながら総合的

に把握し、それらの解決へ向けていったいどのような第一歩を踏み出すべきか、議論を通じて理解を深めていくことが本講義の目的です｡

特にありません。

終的な成績評価は、定期試験で行います。

ただし、コミュニケーションペーパーの提出については、あくまでも定期試験の評価に対する補完的な評価として扱うこととします。そのため、

授業に出てくる語句についてわからないものがあれば、授業後に必ず各自で調べるようにしてください。

単位数 /  Credit 2

現代の国際関係と日本 (S)

担当者名 /  Instructor 篠原 美江

13691

到達目標は、次の3点です。

１）現代の世界経済における現状とその特徴について理解し、説明することができる。

２）現代の世界経済を取り巻く諸問題について理解し、その要因について述べることができる。

３）現代の世界経済における諸問題に対して、積極的に関わっていくための対応力、構想力、想像力を身に付けることができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

オリエンテーション

授業の到達目標、進め方、成績評価方法、教科書、参

考文献などについての説明

第2回

世界経済におけるグローバル化の進展

現代における世界経済の動向、戦後の世界経済体制

の確立、ブレトンウッズ体制

第3回

世界貿易と自由貿易協定

GATTからWTOへの移行、貿易自由化の拡大、世界貿

易における地域主義の台頭

第4回

多国籍企業と海外投資

国際投資の進展、企業の海外進出、多国籍企業の活

動と諸問題

第5回

国際通貨体制

IMF体制の成立と変容、固定為替相場制、変動為替相

場制、ドル体制の再編

第6回

人口問題と国際労働力移動

世界人口の動向、国際労働力移動の背景と問題点（職

種別による国際労働力移動、頭脳流出、頭脳還流）

第7回

食糧問題－その１

世界の栄養不良の現状とその要因、飢餓、多国籍アグ

リビジネスの活動

第8回

食糧問題－その２

ランド・ラッシュ（東欧諸国における農地買収）

第9回

地球環境問題―その１　

資源問題の本質と論点、枯渇性天然資源と非枯渇性天

然資源、資源問題の将来、次世代エネルギーの論点

第10回

地球環境問題―その２

生物資源の利用問題に関する具体的事例の検証

第11回

発展途上国と累積債務問題－その１

南北問題の登場と国際金融、累積債務問題の背景、多

国籍銀行

第12回

発展途上国と累積債務問題－その２

累積債務危機以後の途上国向け資金フロー、ワシント

ン・コンセンサス

第13回

冷戦体制崩壊後における世界の軍事化

冷戦崩壊後における軍事化進展の背景、民間軍事会

社（PMC）の台頭

第14回

日本による国際協力のあゆみ

世界におけるODAの現状、日本のODAの原点とその後

の変遷、国際協力の多様化

第15回

講義のまとめ

全体の概観と到達目標の確認、コミュニケーションペー

パーの質問と解説

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 論述形式の問題。授業中に取り上げた基本概念や重要語句の理解をもとに、出題された問題

に対して論理的に説明できるかどうかを中心に評価する。

100 ％
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ただ単にコミュニケーションペーパーを書いて提出すれば自動的に評価の対象に含まれるというものではなく、コミュニケーションペーパーの

内容に応じて加点を行うので、提出するときにはくれぐれも注意すること。

教科書は特に指定しません｡

その他の参考文献については、講義内で説明します。

国連貿易開発会議（UNCTAD)のHP　http://www.unctad.org

経済協力開発会議（OECD）のHP　http://www.oecd.org

その他については、講義内で説明します。

コミュニケーションペーパーについては、QRコードシールで全て管理するので、提出の際には必ずQRコードシールを持参すること。忘れた場合に

ついては、成績評価の対象として一切対応しないので、十分に注意すること。 

パワーポイントを使って講義を進行するので、レジュメを配布します。ただし、各回講義終了後におけるレジュメの配布には一切対応しないので

注意すること（公欠は除く）。

受講にあたって、経済に関する特別な知識は必要ありません。

ただし、新聞やテレビ、インターネット等を通じて国際関係や世界経済などに関する情報と日常的に接し、関心を高めておくことが、講義をさらに

理解するための手助けになります。 

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

グローバル資本主義―危機か繁栄か ロバート・ギルピン／東洋経済新報社／／

世界に格差をバラ撒いたグローバリズムを正す ジョセフ・E・スティグリッツ／徳間書店／／

現代世界経済をとらえる【Ver.5】 石田修 [ほか] 編／東洋経済新報社／／

現代国際金融論【第３版】 上川孝夫[ほか] 編／有斐閣／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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21世紀の日本では激しい生存競争が国家により組織される中で「勝者と敗者」の2極化が見られるに至っています。この状況は、新自由主義（ネ

オ・リベラリズム）に基づく政策のひずみが表れたものといえます。新自由主義の思想的核心は「自己決定・自己責任」論に求められるでしょう。

その思想に影響されて、一方では個人の自律が重視され、保護されますが、他方で、非寛容や厳罰意識、排外主義的心情が高まり、それによる

新たな人権侵害が生じています。主として新自由主義と関連させて今後の人権のあり方を考えます。 

日頃から社会問題や政治経済問題に関心を持って、新聞などを読んでいることが望ましい。

教科書の指定個所および授業中に配布するレジメ・資料には必ず目を通すこと。

単位数 /  Credit 2

現代の人権 (S)

担当者名 /  Instructor 生田 勝義

13526

人間は他者とかかわりながら生活し発達していきます。その中で各人が楽しく幸せになるためには、各人が各人を尊厳のある存在として認め合

うことが必要です。各人が人間として尊重しあうこと、これが人権です。もっとも、人権には生命権や自由、幸福追求権など様々なものがありま

す。また、人権は一度に確立されたのではなく、血のにじむような人類の不断の努力によって徐々に発展してきたものであり、現に今も発展中で

す。人間らしく生きる羅針盤にできるよう、今日における人権の意味とその発展の歴史を学びます。 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

序論･･･本年度授業の目標と概要

人権　イマジネーション力としての人権意識　新自由主

義　「自己決定・自己責任」論　

第２回

生命権と死刑

生命権とは　死刑の存廃論　死刑の威嚇力　誤判と死

刑　被害感情　応報感情　死刑廃止条約

第３回

人間の尊厳と脳死・臓器移植

人間の尊厳と自律性　脳死と心臓死　脳死の判定基準

　臓器移植法　ドナーの意思

第４回

生命権や人間の尊厳と安楽死、尊厳死

生命権と死ぬ権利　安楽死　尊厳死　自然死　治療拒

絶権　人工生命維持装置の取り外し

第５回

自由・安全と厳罰化

自由という人権の意味　安全という人権の意味　刑事規

制拡大・強化の現状

第６回

厳罰意識と「自己決定・自己責任」論

厳罰意識　「自己決定・自己責任」論　両者の論理的関

係

第７回

刑法に犯罪抑止力はあるか

一般予防　特別予防　厳罰化した道路交通法の効果　

監視カメラの犯罪抑止力

第８回

自由と安全の両立は可能か

近代人権宣言の構造　それによる刑法のあり方　核心

刑法　広範だが穏やかな介入法　2つの介入方法（義務

賦課・抑止型介入と人権・民主主義型介入）

第９回

事例研究･･･ビデをなどを利用して

広島での暴走族対策　ロスアンジェルスでの治安対策　

鹿児島市での校区公民館活動など　コミュニティ・ベイス

ド・プリベンション

第１０回

表現の自由と知る権利

表現の自由　知る権利　集合住宅へのビラ配布　住居

侵入罪

第１１回

公務員の政治活動の自由と法治国家

公務員の政治活動の一律禁止　公務員の政治的中立

性　公務の公正・公平　法治行政　行政手続法

第１２回

人権における近代と現代

自由　平等　自由権　社会権　生存権　労働権　プライ

バシー　自己情報コントロール権　環境権　

第１３回

平和的生存権と人間の安全保障

平和的生存権　人間の安全保障　人身取引　現代奴隷

制

第１４回

自由と友愛、連帯

友愛　連帯　それらと自由との関係

第１５回

現代を人間らしく生きるために

あるがままの具体的な人間の尊厳　すべての人間に共

通するという一般性、普遍性　暴力　対話協調

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書および配布したレジメ・資料を含め授業内容を理解できたかどうかを試します。90 ％
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参考文献は、上記のほか必要に応じ授業中に指示します。 

授業にまじめに出席し、ノートをとることができれば、授業内容を十分理解できるはずです。 

生田とのe-mailによる連絡は、kit00039@law.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 教科書および配布したレジメ・資料を含め授業内容を理解できたかどうかを試します。

定期試験の成績に加味します。

10 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

人間の安全と刑法 生田勝義／法律文化社／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

人権宣言集 高木八尺ほか編／岩波書店／／

新版法律用語を学ぶ人のために 中川淳・大野真義編／ 世界思想社／／

新・やさしく学ぶ法学 中川淳編／法律文化社／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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グローバル化が進展している現代の国際社会において、世界経済を舞台にした様々なドラマが繰り広げられている。こうしたドラマを読み解くた

めに、本講義では政治、経済、社会、文化のそれぞれの相互関係や歴史的背景を基礎から把握することを主眼におく。そのことを通じて、現代

世界について生き生きしたイメージと多様な問題関心を深めていくことを望む。本講義では経済学の基礎知識を特別に必要にしないが、共通科

目として現代世界経済について大いに関心を持ち、広範にまなび、かつ考えていきたいという学生諸君を歓迎する。

特に指定する科目はないが、政治や社会や経営にもあわせて関心をもち、それらを総合的に理解する力を養うことが大事です。

場合によってはレポートを課す場合があるが、その場合には成績評価に加点する。

講義は課題の一部であり、大切なことは大いに問題関心を深めて、自ら学習していくことである。この授業を基にして現代世界についての認識を

高め、いっそう学習が進むことを期待しています。

単位数 /  Credit 2

現代の世界経済 (S)

担当者名 /  Instructor 朝日 稔

16265

現代の世界経済をグローバルな視点から捉え、世界経済に関するニュースや新聞記事に関して関心を高め、自分なりの考えをもてるようにする

ことを目標としている。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

２１世紀の世界経済を概観する

２１世紀の世界経済

第２回

グローバリゼーションとはどういうものか

グロ-バリぜーション

第３回

グローバリゼーションはどのように発展してきたか：グ

ローバリティー貿易と決済、海外投資、国際生産、技術移

転、移民-

グローバリティ

第４回

グローバリズムとグローカリズム：推進方法の二つの道

グローバリズム

第５回

21世紀の競争力強化の思想Ⅰ：「イノベートアメリカ」

イノベーション

第６回

21世紀の競争力強化の思想Ⅱ：先端産業の苦悩と再生

への模索

先端産業

第７回

21世紀の競争力強化の思想Ⅲ：オバマ政権

オバマ政権

第８回

21世紀の多国籍企業の基本構造

２１世紀の多国籍企業

第９回

「知財」化・サービス化の進展と多国籍企業の変容

サービス化

第１０回

国際直接投資と国際生産

国際直接投資

第１１回

研究開発投資（Ｒ＆Ｄ）とそこからの果実

Ｒ＆Ｄ

第１２回

多国籍企業の企業内貿易

企業内貿易

第１３回

オフショアリングと高度科学技術者

オフショアリング

第１４回

海外子会社の自立化と研究開発活動

海外子会社

第１５回

21世紀の世界経済の行方ならびに講義のまとめ

２１世紀世界の未来

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％
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講義はテキストに沿って行うので、テキストをよく読んで講義の復習をしておくことが、テストにパスするための 善の策です。具体的な講義

は板書を基にして行い、テキストの該当箇所を明示する。また必要に応じて、資料を配布する。

授業の進行の妨げになるので、授業中の私語を厳禁です。守ってください。

質問を大いに歓迎するので、できるだけ、質問して、疑問を解消していくことが大事です。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

21世紀の多国籍企業の構造と変貌 関下稔／文眞堂／／2012年6月(予定）

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　この講義では、法の視点から国際社会の問題を俯瞰するために、国家間関係を規律する国際法の基礎と、国を越える私人の活動に国内法が

どのように適用されるかを規律する国際私法の基礎を学びます。

　法、それも、国際社会の問題というと、あまり身近なことではないと感じるかもしれません。しかし、国際化はあらゆる領域で生じています。遠く

離れた国で銀行が破綻したり、洪水が起こったりすることが、日本経済に関係し、みなさんの就職にまで影響するようになりました。東北の大震

災とそれにともなう原発事故が世界各国のエネルギー政策にまで影響を及ぼしました。

　そこで、国際法、国際私法の視点から経済、犯罪、人権、環境といった問題を考察し、同時に国際法、国際私法の基礎知識を獲得して、 終的

には「国とは何か」、「法とは何か」といった問いを思考する講義をめざします。

法は社会のあらゆる事象と関わっています。文系理系を問わず、さまざまな科目を履修しておくことが間接的に役立ちます。知識を総動員してく

ださい。

単位数 /  Credit 2

国際化と法 (S)

担当者名 /  Instructor 松井 章浩

16234

（１）国際社会を規律する法の基礎知識を獲得する。

（２）実際に生じた事例の内容を正確に把握して、論理的に検討することができる。

（３）法的な視点から国際社会を俯瞰し、国そのものや法そのものを思考することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

講義の導入

教科書　序章

この講義にはどのような目的と背景があるのか

日本と国際社会との関係、国際社会と法の関わり

第２回

国家と国際機構の役割

教科書　第１章、第２章

国際社会は誰が動かしているのか

国際社会の構造、国際社会の構成員としての国家、国

際機構の設立、個人・ＮＧＯ・多国籍企業

第３回

国際紛争を解決する方法

教科書　第３章

国際紛争はどのように解決されるのか

紛争の平和的解決、国際司法裁判所

第４回

管轄権

教科書　第４章

国は何をできるのか

自国領域内における排他的な管轄権行使、管轄権行使

の限界と克服、管轄権の例外

第５回

国境と空間秩序

教科書　第５章

自国領域はどのように決まるのか

空間秩序、領土、海の境界

第６回

国際社会における個人①

教科書　第６章

人権はどのように保護されるのか

人権保護の歴史、国籍、外国人の権利

第７回

国際社会における個人②

教科書　第８章

なぜ国際人権条約が結ばれるようになったのか

国際人権の意義、国際人権規約、地域的な人権条約、

国連における人権問題

第８回

国際社会における個人③

教科書　第６章、第８章

国際人権がどのように問われてきたか

人権条約の実施措置、具体例としての死刑問題、死刑

存置国への犯罪人引渡

第９回

国際社会における個人④

教科書　第７章

外国人と結婚したらどうなるのか

国際的な家族関係、国際私法の意義、国際社会におけ

る家族法

第１０回

国際的な経済活動と法

教科書　第９章

国境を越える経済活動をどのように規律するか

国際的な経済活動の規制、通貨と貿易に関する国際秩

序、地域主義と欧州連合

第１１回

国際環境法

教科書　第１０章

法は地球を守れるか

国際環境法の歴史、基本原則、国際環境法の実施方

法
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出席確認を行いません（いわゆる「出席点」は一切ありません）。

また、他の受講者の学習を妨げる者には受講を認めません。他の受講者の学衆を妨げる者には定期試験の結果にかかわらず単位を与えま

せん。

講義中に教科書を参照するので、必携してください。

また、レジュメと資料を配付します。レジュメと資料を紙媒体で配布するのは講義中のみです。コースツールにも掲載するので、紙媒体のレ

ジュメや資料を入手できないときは、自らダウンロード、印刷してください。

参考になる文献は他にも多くある。また、映画の中でも国際法が問われることがある。講義のなかでも紹介したい。

この講義では教科書を使用します。

講義中に教科書の内容に言及することはありますが、教科書を読解することはしません。

事前に教科書を一読してくることが求められます。もちろん、教科書を読んでも理解できなかったところは質問してください。また、復習に教科書

を熟読することを強く推奨します。

国際連合　http://www.un.org

外務省　http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html

国際司法裁判所　http://www.icj-cij.org

この講義では「法」の問題を扱いますが、大多数の受講生が「法」を初めて学習することを前提に講義を行います。他方、この講義で扱う問題は

現実の社会で実際に生じているものです。日々の報道から学ぶことも多いです。日本のこと、国際社会のことに敏感になりましょう。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

第１２回

武力行使①

教科書　第１１章、第１２章

戦争違法化の歴史、武力行使禁止原則、自衛権、集団

的安全保障

第１３回

武力行使②

教科書　第１２章、第１３章

国際連合の集団安全保障、軍事的措置と非軍事的措

置、平和維持活動、軍縮

第１４回

武力紛争法

教科書　第１４章

戦争にもルールがあるのか

戦争法から国際人道法へ、戦争犯罪の処罰、国際刑事

裁判所

第１５回

国際社会の今後

教科書　終章

日本は結局どうするのか

国際社会の動向と日本、国際法の今後

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 国際法の基礎知識をどれくらい習得しているかを試します。基本概念や語句の理解を確認する

問題を出します。

80 ％

平常点評価 「講義メモ」の提出は少なくとも２回実施し、評価が優れている２回分を 終評価に加えます。こ

の「講義メモ」の提出は強制ではないので、提出するかどうかは受講者の判断に任せます（提

出しなかった受講者も成績評価の対象とします）。なお、氏名や学生証番号しか書いていないメ

モを提出しても一切加点しません。

20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

テキストブック　法と国際社会 德川信治、西村智朗　編／法律文化社／4589033712／教養として国際法を学ぶ者を

対象とした教科書である。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基本国際法 杉原高嶺／有斐閣／4641046492／

パラダイム国際法 小寺彰／有斐閣／4641046212／

国際法（Sシリーズ）〔第5版〕 松井芳郎　他／有斐閣／4641159273／

国際法 酒井啓亘　他／有斐閣／4641046557／

判例国際法〔第2版〕 松井芳郎　編集代表／東信堂／4887136757／国際法に関する事例を調べるのに適し

ている。

国際法基本判例50 杉原高嶺、酒井啓亘　編／三省堂／4385323267／国際法に関する基本的な事例を調

べるのに適している。

国際法判例百選〔第2版〕 小寺彰、森川幸一、 西村弓　編／有斐閣／4641115044／国際法に関する基本的な事

例を調べるのに適している。
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立命館大学の衣笠キャンパスには、京都国連寄託図書館、立命館大学ヨーロッパ審議会資料コーナーがあります。また、京都地方裁判所で陪

審裁判に実際に使われていた「１５号法廷」が末川記念会館にあり、いずれもこの講義で扱う事件に関連しています。見学、利用してみましょう。

担当者は非常勤であるので、メール、コースツールによる連絡が確実です。メールアドレスは講義中に知らせます。

拡張項目 

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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本講義の目的は、私たちがあたりまえだと思い込んでしまっている「性別」や「女らしさ」「男らしさ」などのジェンダーにまつわる社会通念を、社会

的に構築されたものとしてとらえる視点を獲得することである。授業では、恋愛、就職、結婚、出産、育児、介護など、多くの人が将来直面するよ

うな身近なことがらを扱い、それらをジェンダーという視点から読み解くことで、自分自身が縛られているジェンダー規範に気づく。そして多様な

ジェンダーのあり方を理解し、将来の生き方と結び付けて理解することを目指す。

小レポートでは自分自身の考えや経験を多くたずねるため、日ごろからテレビのニュース、新聞記事、友達との会話など、現実の社会の動きと授

業で学んだことを結びつけて考えるようにしてほしい。

単位数 /  Credit 2

ジェンダー論 (SA)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

13504

・ジェンダーを社会的に構築されたものとしてとらえることができる

・自分の身近なできごとを、ジェンダーという視点を踏まえて、説明することができる

・自分自身のジェンダーに関する先入観に気づく

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

01

ジェンダーとは何か

ジェンダー、セックス

02

性の多様性

性自認、性的指向、男女二分法

03

セクシュアル・マイノリティを生きる（ゲストスピーカーの方

のお話）

04

性役割を考える

男らしさ、女らしさ、ジェンダー規範

05

男とは何か

男性学、メンズリブ、草食系男子

06

専業主婦の誕生

性別役割分業、アンペイド・ワーク

07

ゆらぐ日本型雇用

正規雇用・非正規雇用、男女雇用機会均等法

08

恋愛と結婚

同棲、法律婚

09

戸籍制度を考える（ゲストスピーカーの方のお話）

10

母性と育児

母性神話、育児参加

11

子育ての形を考える（ゲストスピーカーの方のお話）

12

セクシュアリティ

ドメスティック・バイオレンス

13

変わる生殖医療

産児数、優生保護法、生殖革命

14

ケア労働とジェンダー

介護、グローバリゼーション

15

性の商品化

セックスワーク、ポルノグラフィ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容について、理解度を見る。40 ％
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特に指定しない。

小レポートには毎回QRコードを添付すること。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 授業内容についての理解度を見るために、授業内容に関連したテーマで毎回小レポートを課

す。小レポートは1点・2点・3点・4点のいずれかの評価を行う。欠席や用紙未提出の場合は0点

になる。毎回の評価は、WebCT上に公開する。小レポートが8回分以上提出されている場合に

のみ、期末レポートを受けつける。なお、授業開始後30分以上の遅刻は認めない。

60 ％

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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二項対立的なジェンダー世界に生を受けそこに生きる私たちは「男らしさ」や「女らしさ」といった言葉に代表されるジェンダー観をごく当たり前の

事と捉えがちである。だがこのことは私たちがジェンダーを科学的に分析することにいかに不慣れかを物語っているとも言えよう。

自明視されがちなジェンダー観はいかにして私たちに内面化されたのか。またそれは私たちの思考や振る舞い、好み、性的指向、はたまた恋愛

観や結婚観をどのように規定していくのだろうか。かような問題を様々の角度から照射しつつジェンダーを社会学的に解明していく。その過程に

おいて学生は「イデオロギー」「行動様式」、「身体技法」「相互行為」「逸脱」「スティグマ」などの基本的なタームの理解が求められる。ジェンダー

をひとつの切り口にして、社会に規定されつつも「自分らしさ」を求めてやまない個人の葛藤や性同一障害者の苦しみ、恋愛関係の成立、セクハ

ラやDVなど多様な社会現象を社会と個人の関係性という文脈において理論的に論述できるようになってもらいたい。

基礎社会学や社会学理論の既習が望ましい。

ジェンダー視点で書かれた著書や新聞記事の多読をすすめる。

その後、上記の参考文献もしくは講義内で紹介する文献の少なくとも一冊は熟読すること。

『21世紀のジェンダー論』はジェンダーに纏わる議論を広くカバーしているのでお薦めの一冊である。

単位数 /  Credit 2

ジェンダー論 (SB)

担当者名 /  Instructor 高橋 裕子

16255

ジェンダー実践を社会学のタームを用いて社会学的見地から理論的に説明できるようになること。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

総括的導入講義

講義の進め方、成績評価方法、約束事の確認＋授業

内容の提示

2

社会と個人の関係性①

外なる社会/内なる社会、社会に鋳型取られる個人

3

社会と個人の関係性②

内面化/社会化、イデオロギーの磁場としての「出会い」

4

生物学的性・セクシュアリティ概念

生物学的雌雄性から性自認の獲得へ

5

ジェンダー概念＝「社会的・文化的性（差）」

「男らしさ」「女らしさ」、二項対立的な男女の分類図式

6

身体技法を読み解く①

相互行為論（E.ゴフマン）、非言語メッセージ

7

身体技法を読み解く②

相互行為論（E.ゴフマン）、非言語メッセージ

8

映像分析①

『トッツィーTootsie』より

9

映像分析②＋総括

『トッツィーTootsie』より

10

ヒューマン・トラフィッキング①

ラベリング論より、逸脱とスティグマ

11

ヒューマン・トラフィッキング②

ラベリング論より、逸脱とスティグマ

12

「幸せな家族計画」か？

二項対立的なジェンダー観の再生産とその変化

13

「男＝上位者・女＝下位者」か？

行為者にとっての戦略とアクション、セクシュアルハラス

メント

14

ジェンダー論・相互行為論・ラベリング論のタームの 終

確認＋論述テスト（６０分）

15

テストの講評、ジェンダー論の総括

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 基本的にはレポート課題と講義時間内に行なう論述テストによる成績評価100 ％
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その他の参考文献は適宜紹介する。

①講義のはじめにレジュメを配布しますが、後日再配布することはありませんので、遅刻をした学生は講義後に受け取ってください。

②特段の事情がない限り２０分以上遅れての入室は認めません。

③講義を妨げるような私語を繰り返す学生には退室を求め成績評価から５点マイナスします。

④携帯電話の使用および教室内での飲食は禁止します。

⑤教室内での帽子の着用は後ろに座っている学生の迷惑となりますので、そのようなケースでは脱いでもらいます。

⑥レポート課題の内容は講義内で説明しますが、体裁・提出期限・提出先・提出方法が守られていないものは未提出扱い（０点）とし、論述テスト

を受ける資格を自動的に失います。

⑦レポート課題に不正行為が認められた場合も⑥と同様の扱いとします。

⑧レポートの提出期限は入院証明書や診断書などの公的書類があるものに限って延長されますが、就職活動は遅れての提出の理由とはなりま

せん。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

出席そのものは成績評価の対象とはしない。が、講義に積極的に参加し基本的なタームを正し

く用いて社会学的な見地からレポートを書くことが単位認定の条件である。

ミニレポートやミニテストを加算することも考えている。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

女らしさの社会学 高橋裕子／学文社／4-7620-1164-9／

21世紀のジェンダー論 池内靖子他編／晃洋書房／4-7710-1565-1／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

脱常識の社会学 ランドル・コリンズ／岩波書店／4-00-001275-4／

ゴフマン世界の再構成 安川一編／世界思想社／4-7907-0403-3／

スティグマの社会学 アーヴィング・ゴッフマン／せりか書房／4-7967-0043-9／

性同一性障害と性のあり方ー性転換手術は許さ

れるのか

山内俊雄／明石書店／4-7503-1210-X／

離婚後300日問題　無国籍児を救え！ 毎日新聞社会学部／明石書店／978-4-7503-2838-6／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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私たち人間が生物としてどのような特徴をもち、同種や他種の生物との間にどのような関係を結びつつ生きているのかを考える。人間に近縁な

霊長類の行動や生態への理解から、人類進化を解明する方法を紹介し、さまざまな人間らしさの起源を探ることを目標とする。 

特になし。

定期試験に日常点を加味して、総合的に評価する。

教科書は使用しない。講義中に資料プリントを配布する。

特になし。 

単位数 /  Credit 2

自然人類学 (S)

担当者名 /  Instructor 足立 薫

13507

進化論の基本を知り、進化のしくみを理解する。人間の行動や社会の特徴を、他の動物（とくにほかの霊長類）と比較して、人類進化の観点から

論じることができる。 

生物学の予備知識は特に必要としないが、講義で示されるトピックをもとに、「人間とは何か」について、論理的に深く考えることが求められる。講

義に関する諸注意の伝達にWebCTを使用するので、各自でアクセスできるようにしておくこと。 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

ガイダンス 自然人類学とは何か　講義の諸注意

人類学　動物　環境　「人間とは何か」 

２

霊長類とは何か 

生物の分類　分布　社会構造

３

サルと類人猿

近縁種　分岐分類　動物の権利

４，５

進化論とは何か 

自然選択　ダーウィン　総合説　遺伝　近縁　系統

６，７

人類の起源と進化（１）

直立二足歩行　アウストラロピテクス 脳の進化

８

人類の起源と進化（２）

ホモ・エレクトス　アウト・オブ・アフリカ　更新世 

９

人類の起源と進化（３） 

現代人の起源　ネアンデルタール　多地域進化説

１０

行動学と進化

行動の機能　血縁度　包括適応度　社会生物学

１１

繁殖と性 

性淘汰　配偶者選択　性差　家族の起源

１２

道具使用と文化 

行動の社会的伝達　類人猿の道具使用　伝統

１３

言語の起源 

霊長類の音声　類人猿の言語研究

１４

コミュニケーションと進化

社会構造　システム理論　ニッチ構築

１５

人間の社会

狩猟採集民　文化　宗教

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 論述形式80 ％

平常点評価 レポート、小テスト、レスポンスペーパーなど。20 ％
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講義中に指示する。

京都大学理学部人類進化論研究室 http://jinrui.zool.kyoto-u.ac.jp/

京都大学霊長類研究所 http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/index-j.html

講義の進展状況によって授業内容・スケジュールは変更の可能性があるので、WebCTなどのお知らせをチェックすること。

第1回の授業で連絡用のメールアドレスを通知します。

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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本講義の目標は、生物進化つまり自然淘汰の基本的な仕組みの理解。さらに動物にみられる様々な不思議かつ多様な行動や形態を、自然淘

汰の観点から解明することができるということを理解することである。 

特になし

講義内容を覚えるのではなく、理解することを心がけて下さい。

当然、理解できていないと試験で良い点はとれません。

あなたの身近にいる動物の不思議な現象をみてみよう！

面白い行動や形態をしている動物がたくさんいるはず。 

単位数 /  Credit 2

自然と進化 (GA)

担当者名 /  Instructor 本郷 儀人

17005

本講義の目標は、生物進化つまり自然淘汰の基本的な仕組みの理解。さらに動物にみられる様々な不思議かつ多様な行動や形態を、自然淘

汰の観点から解明することができるということを理解することである。 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

オリエンテーション

授業内容、進め方、ダーウィンについてなど

２

自然淘汰と進化1

ダーウィン、進化の基本プロセス、行動生態学、適応度

３

自然淘汰と進化2　-進化は観察できる！なぜそんな行動

が進化するのか？進化の実例-

アノールトカゲ、ライオン、子殺し

４

自然淘汰と進化3　-「種の利益のために」はあり得るか？

-

ライオン、ハヌマンラングール

５

群れ生活の進化　-群れでいることは有利、不利？-

警戒性、うすめの効果、防衛効果

６

適戦略　-あまりにも良くできている動物たち-

適採餌戦略

７

性淘汰　-どんな雄がもてる？　どんな雄が強い？-

同性内淘汰、異性間淘汰

 ８

性淘汰2　-多様で面白い雄の求愛-

求愛行動

９

代替戦略　-弱い雄はどうするか？-

行動の多型、形態の多型

１０

信号の進化　-様々なコミュニケーション-

化学的、触覚的、聴覚的、視覚的信号

１１

共進化と軍拡競争

捕食者、餌生物、隠ぺい色、警告色、托卵

１２

動物の闘争

儀式的闘争、ゲーム理論

１３

血縁淘汰

包括適応度、社会性、利他行動、血縁度

１４

まとめ1

質問回答編鋭い質問や面白い質問をとりあげる

１５

まとめ2

全体の復習、総括

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 自然淘汰理論の基本的な考え方を理解出来ているかどうかを評価基準にする。50 ％

レポート試験 オリジナリティを高く評価する。受け売りではなく自分の考えを書くように。50 ％
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特に指定しない

全て強制ではない（買う必要はない）

が、とても面白いので一読の価値アリ！ 

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

進化とはなんだろうか 長谷川眞理子／岩波ジュニア新書／ISBN4-00-500323-0／

動物の社会 伊藤嘉昭／東海大学出版／4-486-01259-3　C3045／

クジャクの雄はなぜ美しい？ 長谷川真理子／紀伊国屋書店／4-314-00574-2 C0340／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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第1部では、日本の経済活動によって発生している開発途上国の環境問題と、日本がとるべき対応策について考える。第2部では、原発問題とこ

れからの日本のエネルギー政策について、環境と地方経済の視点で考える。特に、少子高齢化や経済のグローバル化に伴う産業空洞化の解

決策として期待されている再生可能エネルギー産業への転換など、グリーン・エコノミー推進のための諸政策について考える。脱原発、減原発に

世の中の流れが変わっていく中で、原発誘致都市の地方財政に視点を当て、原発誘致都市の持続可能なグリーン・エコノミーへの転換策につい

て考える。第3部では、気候変動に伴う台風の大型化と洪水、高潮や地震災害などの防災・減災について、行政の役割と企業経営面からの解決

策について持続可能な開発をセキュリティー面から考える。

特になし

単位数 /  Credit 2

持続可能な開発 (GA)

担当者名 /  Instructor 小泉 國茂

13415

①国際問題としての”持続可能な開発”は、日本の経済活動が起因している事実があることを知る。

②そのための解決策についての取り組み事例を学ぶと共に、自らが解決策を見つける力をつける。

③受講者自身の”持続可能な開発”について考える機会を提供し、人生設計の一助とする。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1章

第1部　日本の経済活動による途上国への環境影響と持

続可能な開発　　

①熱帯雨林の破壊と生物多様性の減少

授業の進め方説明

環境と開発サミット、鉱物資源の採取、パーム油

演習1

第2章

②中国の天然白樺林と日本の林業再生

割りばし、林業再生、間伐、格差、世代間の公平性

第3章

③水産資源の減少と日本の漁業

演習2

自給率、地産地消、MSC、森は海の恋人、食物連鎖、

循環

第4章

④国際資源循環と公害輸出

演習3

船舶解体、E-waste、シップリサイクル条約、バーゼル

条約

第5章

⑤途上国の気候変動被害と適応策

サイクロン、島嶼国の水没、ODAとCDM

演習4

第6章

第2部　原発事故後の日本の持続可能なエネルギー政策

とグリーン・エコノミー

①日本のエネルギー政策と再生可能エネルギー

風力、バイオマス、太陽光、太陽熱、地熱、小水力

第7章

②脱原発国のエネルギー政策と暮らし

スウェーデン、ドイツ、デンマーク、街づくり、再生可能エ

ネルギー法

第8章

③再生可能エネルギー促進のための経済政策

再生可能エネルギー法、補助金、FIT、社会的費用

第9章

④再生可能エネルギー普及の課題

法と制度、立地と環境、技術とコスト

演習5

第10章

⑤持続可能な地方財政と原発誘致

財政破綻、電源三法、交付金、夕張問題、上関町問題

演習6

第11章

⑥グリーン・エコノミーへの転換の可能性を探る

事例研究:真庭市木質バイオ、黒豚えこふぁーむ、コラー

ゲンボール

第12章

第3部　防災・減災による持続可能な社会と企業経営

①気候変動による災害リスクと適応策

洪水、高潮、集中豪雨、ハザードマップ、遊水池

第13章

②災害発生リスクと事業継続計画

地震、津波、洪水、中核事業、目標復旧時間、BCP

演習7

第14章

③感染症発生リスクと事業継続計画

熱帯媒介蚊、強毒性インフルエンザ、パンデミック

【ゲストスピーカー】NPO法人・安心創造ネットワーク・理

事:武藤保明

第15章

総括と期末試験対策

演習8
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市販テキストは使用しません

演習問題は日常点(30点)として期末試験(70点)に加算し評価します。就職活動で欠席した場合は講師に口頭で“就活のため提出が遅れた”旨連

絡があれば、1ケ月遅れても提出可能です。クラブ活動、インフルエンザなどの公休理由の場合も、証明書があれば2週間程度遅れて提出しても

受領し採点します。

毎回配布する 新のデータや動向を反映した資料をテキストとして用います。説明はパワーポイントを用い、毎回短いビデオを2～3本上映しま

す。より理解を深めるために、授業中に演習問題を課します（2回に1回程度）。平常点として評価するとともに、講師とのコミュニケーションツール

としても利用します。グループ討議や意見発表を通じて学生の訴求力を高める力をつけるのに活用できます。

配布テキスト、演習問題はWebCTから入手できます。演習問題はWebでの提出はできません。

授業の2回に1回実施する演習問題を利用してコミュニケーションを図れるようにします。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 説明問題、列挙問題、選択問題、訂正問題などで構成します。試験場では、テキスト、ノートの

持ち込みはできません。

70 ％

平常点評価 演習問題（2回に1回程度の頻度で実施）の提出と回答の出来具合で評価します。

個人での作成とグループによる意見交換を組み合わせます。

30 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

グリーン・エコノミー 吉田文和／中央公論新社／／

「原子力ムラ」を超えて 飯田哲也他／NHK出版／／

夕張問題 鷲田小彌太／祥伝社／／

地域産業の「現場」を行く 関満博／新評論／／

気候変動とエネルギー問題 深井有／中央公論新社／／

東日本大震災復興への提言 伊藤滋他／東京大学出版会／／

日本「汽水」紀行 畠山重篤／文藝春秋／／

持続可能な開発 ジェニファー・エリオット／古今書院／／

地域経済再生と公・民の役割 日本地方財政学会編／勁草書房／／

持続可能なアジアの展望 小宮山宏他／東京大学出版会／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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国際政治を含む政治現象と政治の基本原理について理解を深めるために、民主政治の制度と理念の歴史的展開をたどりつつ、政治の基礎概

念について説明する。

社会学、歴史学、経済学など、社会科学関連学科目の履修ないし併行履修。

欧米の歴史書や新聞を読むこと。

単位数 /  Credit 2

市民と政治 (S)

担当者名 /  Instructor 中谷 義和

13677

現代政治の基本的枠組み、および、その理念の生成と展開史を踏まえて、政治現象の基礎概念の理解を期す。

必要に応じてアドバイスする。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1回

序論

課題と方向

2回

日本国憲法「前文」の政治理念

国民主権、平和主義、基本的人権

3回

日本国憲法「前文」の政治理念

国民主権、平和主義、基本的人権

4回

日本国憲法「前文」の政治理念

国民主権、平和主義、基本的人権

5回

政治体制の編成

英米の政治体制、民主政治の思想家たち

6回

政治体制の編成

英米の政治体制、民主政治の思想家たち

7回

政治体制の編成

英米の政治体制、民主政治の思想家たち

8回

政治体制の現代的再編

行政国家、圧力団体、政党と政党制の比較、民主政の

諸モデル

9回

政治体制の現代的再編

行政国家、圧力団体、政党と政党制の比較、民主政の

諸モデル

10回

政治体制の現代的再編

行政国家、圧力団体、政党と政党制の比較、民主政の

諸モデル

11回

戦後世界と日本

アメリカのヘゲモニー

12回

戦後世界と日本

アメリカのヘゲモニー

13回

グローバル化とは何か

国民国家、国際化、民主政の課題

14回

グローバル化とは何か

国民国家、国際化、民主政の課題

15回

全体の概括と到達目標の確認

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 設問にたいする論理的説明を重視する。100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

政治学入門―歴史と概念 中谷義和／法律文化社／／
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参考書については、その都度指示する。

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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本講義では南アジアの事例を扱いながら、「宗教」をとらえる多様な視点や理論を検討し、宗教的事象を近代との関わりにおいて、さらには自己

と連続した地平において考察する力を涵養します。具体的には、一般的によくいわれる「インド人は牛を食べない」といった通俗的な言説を、南ア

ジアの社会的現実に照らし合わせて批判的に検討し、宗教と食、身体観、ナショナリズム、さらには我々の社会の根幹の一つをなすと考えられて

いる世俗主義との関連を問い直します。

特になし。

本講義については、受講者数が200人を超えたことから、当初のシラバスで予定していたように、レポート試験に代えて定期試験を行います。

低限として参考文献にあげた2冊は読みましょう。その上で、自分の頭で考えてみましょう。そうでなければ、とっても難しい講義となります。

単位数 /  Credit 2

宗教と社会 (GA)

担当者名 /  Instructor 中村 忠男

14530

1) 宗教を単純に非合理性に閉じ込めることなく、我々の日常と連続した社会的実践としてとらえることのできる視座を獲得する

2) 南アジア社会を知る上で重要となるいくつかの基本概念について学ぶ

授業中の私語は厳禁します。授業妨害したい学生は受講しないこと。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

「インド人」は牛を食べないのか？

宗教、社会

2

食べることと壊すこと：供犠の論理と宗教

宗教、社会

3

人と動物には境があるのか：あるいはトーテムとタブー

宗教、社会

4

カテゴリーと秩序：供犠と社会

宗教、社会

5

供犠の内面化：ヒンドゥー教と仏教と

宗教、社会

6

食べることは汚くなること?：穢れと社会構造

宗教、社会

7

雌牛と乳、生のものと調理したもの：変換操作としての食

宗教、社会

8

身体を流れる乳と血：南アジアにおける性的流体論

宗教、社会

9

雌牛保護運動と近代

宗教、社会

10

音楽とトランス：祭りはなぜ騒がしいのか

宗教、社会

11

ジオ・ボディーと宇宙論

宗教、社会

12

宗派間紛争と資本主義

宗教、社会

13

メディア・テクノロジーによる宗教の変容

宗教、社会

14

世俗主義という神話の形成

宗教、社会

15

もう一度、「インド人は牛を食べないのか」？

宗教、社会

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％
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そのほかの参考文献については、授業中に指示します。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

汚穢と禁忌 メアリ・ダグラス／ちくま学芸文庫／／

ラーム神話と牝牛 小谷 汪之／平凡社／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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車のＣＭを見ていて、車のホイールが、進行方向とは逆に回転しているのを見たことはないだろうか。これは、アナログからデジタルに変換する

過程で起こる、情報の欠落によるのであるが、おわかりだろうか。

　また、人間の未来は、多くの可能性を秘めており、不確実であるが故に、可能性を過大に評価していないだろうか。我々人類が得ることのでき

る知識の限界や、量をはかり、提示することはできるのであろうか。

　コンピュータを利用した技術は、日進月歩の進展を見せており、人工知能や人工生命あるいはロボットなど、情報に関わる技術は、映画

「２００１年宇宙の旅」や「マトリックス」のように、人類を脅かすものとなっていくのだろうか。コンピュータの能力は人間の能力に匹敵するものなの

だろうか。このような答えの一端をこの授業で明らかにしていく。

特になし

授業は欠席しない。特定の内容がそのとき理解しにくくても、全体として理解できる。繰り返して説明をするので、続けて出席すること。

積み上げ式なので、授業を遅れたり休んだりすると理解しにくい。また、問題には積極的にチャレンジして欲しい。授業を毎回まじめに聞くことが

重要。教科書に沿って授業を行う。

単位数 /  Credit 2

情報科学 (J)

担当者名 /  Instructor 吉田 要

13422

情報化とはどのようなことか。また、情報化の進んでいく方向を見極める目を養うことを目的とし、情報処理のメカニズムについて理解を深める。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

情報科学で扱うこと

情報　表現　処理　アナログとデジタル　連続と離散

2

情報概念出現の歴史的背景と科学的背景

物質　エネルギー　情報　汎用化

3

情報とネット社会の現状

世界的盗聴システム　エシュロン　情報の表現と人類の

限界　情報公開とプライバシー保護

4

情報の表現をどのようにするか

符号化と復号化　　暗号　個人認証

5

適な情報の表現について考える

コンパクト符号　ハフマンの符号化法　情報の圧縮

6

情報の価値を科学的に量るために

情報量　エントロピー　生起確率

7

情報量を求めてみる

TV　光の三原色　DVD 　CD サイコロ　

8

機械的情報処理のメカニズム

人工生命　複雑系　オートマン　セルオートマン

9

オートマトンによる情報処理の表現

状態図　オートマトンによる認識　形式言語

10

生物の情報処理のメカニズムを真似て

脳　マカロックとピッツ　神経回路網　人工知能　生物知

能　自動機械

11

コンピュータの原理を考える

チューリングマシン　　コンピュータ

12

人間と計算機の情報処理能力の比較

チューリングテスト　ゲーデル

13

人間とコンピュータの情報処理能力を比較する２

人間の能力　計算機の能力

14

人間とコンピュータの情報処理能力を比較する3

クリーニーの定理

15

授業で扱った内容の関係について整理

質問の受け付けおよび疑問点の解消

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 90 ％

平常点評価 随時、問題を解いてもらう。正解は加点をする。小テストを行う。10 ％
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必ず、復習をすること。授業中にわからなければ手を上げるなどして確認をすること。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報学概論・Prologプログラミング 吉田要／八千代出版／4-8429-0874-2／生協書籍部にて

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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社会は急速に情報化社会に移行している。すなわち、大量生産による効率向上を目指した社会から、個性化重視の情報化社会に移りつつあ

る。

本科目では、情報化社会を支える情報技術について学ぶとともに、情報技術によって人々の社会生活がどのように変わってきているのかを、具

体的な例をあげて考察する。

情報処理、情報リテラシーの技術を身につけているとより理解が深まるが、本科目を履修する上においては必須ではない。

レポートの提出に利用する予定であるWebCT等の詳細な使い方は授業の中で説明する。 

●授業を受講する前に閲覧・利用が望まれるWebサイト等がある場合は、事前に指示する。

●授業の内容を復習するとともに、授業で紹介したWebサイトやサービスを、マルチメディアルーム等で可能な限り実際に利用して欲しい。

単位数 /  Credit 2

情報技術と社会 (S)

担当者名 /  Instructor 杉本 英昭

13497

1.情報社会を支えるコンピュータおよびネットワークの基本的な仕組みを理解し、説明できる。

2.情報技術を活用した製品やサービスが社会に与える影響について理解し、説明できる。

3.情報社会の進展にともなう課題とその対策について理解し、説明できる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

授業の概要と導入（授業の進め方、評価方法、WebCTに

ついて）、情報技術とは

IT、ICT

第2回

ハードウェアの基礎

コンピュータの歴史、ノイマン型コンピュータ、コンピュー

タの５大装置

第3回

ソフトウェアの基礎

基本ソフトウェア、応用ソフトウェア、ユーザビリティ、ア

クセシビリティ

第4回

ネットワークの基礎（１）

インターネット、World Wide Web、クラウドコンピューティ

ング

第5回

ネットワークの基礎（２）

プロトコル、TCP/IP、パケット、IPアドレス、ドメイン、

DNS、ルーティング

第6回

ネットワークの活用（１）

ソーシャルメディア

第7回

ネットワークの活用（２）

ソーシャルメディア

第8回

中間のまとめ

これまでのまとめと、レポート課題の出題

第9回

情報技術とセキュリティ

個人情報の保護、コンピュータウィルス

第10回

ICタグ

RFID、ICタグ、ICカード

第11回

広告分野における情報技術の活用

インターネット広告、デジタルサイネージ

第12回

行政分野における情報技術の活用

電子政府、電子自治体、デジタルディバイド、電子投票

第13回

医療分野における情報技術の活用

CTスキャナ、MRI、電子カルテ

第14回

情報技術と著作権

著作権、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

第15回

新の技術動向とまとめ

授業で取り上げたテーマのまとめと 新の技術動向に

ついて

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） （１）授業で説明した情報技術やそれらを用いた製品・サービスの基本的な知識を問う。

（２）授業で説明した情報技術を用いた製品・サービスが社会に与える影響（長所、短所、問題

75 ％
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QRコードシールは必ず持参すること。QRコードシール添付無き提出物については受け取らない場合がある。

教科書は使用しない。

授業中に適宜プリントを配布する。

あくまでも「参考」書であり、購入の必要はない。

授業で取り扱う各テーマについて、さらに詳しく知りたい人は読んでほしい。

上記のほかにも、授業中に適宜、参考文献を紹介する予定である。

日経ＢＰ記事検索サービス　：　http://bizboard.nikkeibp.co.jp/daigaku/

（日経BP社発行雑誌のバックナンバーの全文記事検索サービス。授業内容に関連した記事を紹介するので利用して欲しい）

[情報技術に関するニュースサイト]

IT media ニュース　：　http://www.itmedia.co.jp/news/

CNET Japan　：　http://japan.cnet.com/

ITpro　：　http://itpro.nikkeibp.co.jp/

[情報技術の用語辞典サイト]

IT用語辞典 e-Words　：　http://e-words.jp/

上記サイトの他にも、参考になるWebサイトやWebページ（記事）を授業の中で紹介する。

「参考になるWWWページ」で紹介している情報技術に関するニュースサイトを閲覧するなどして、日頃から情報技術に関するニュースに関心を

持って欲しい。

授業終了後教室にて。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

点など）について説明できるかを問う。

平常点評価 （１）与えたテーマ（課題）について実際のWebサービス等を利用し、その長所・短所や問題点の

指摘および改善のための提言ができているかを問うレポートを課す。（課題内容は第8回の授

業中に説明する。WebCTを使って提出を受け付ける予定である）[15%]

（２）授業中の演習等、授業への参加度を考慮する[10％]

25 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報科学の基礎　改訂版 井内 善臣／実教出版／978-4407320886／情報科学の基礎について詳しく解説され

ている。情報とは何か？、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、データベース、コン

ピュータプログラミングなど取り上げている分野も幅広い。

情報社会を読み解く　改訂版 古藤 泰弘／学文社／978-4762021602／「情報社会」について、人間関係や法的な観

点など様々な角度から考察している。情報社会で生活するために読み取き、判断や行

動の根拠とすべきことがらについてまとめられている。

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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経営学等で応用されているゲーム理論の入門として、有限ゼロ和２人ゲームの考え方を紹介する。

高校１年生レベルの数学。

テキストは使用しない。

単位数 /  Credit 2

情報の数理 (GA)

担当者名 /  Instructor 高山 幸秀

16244

高校１年生レベルの数学を使うことによって、現実の問題をどのようにとらえ、解決できるかを理解する。

研究室はＢＫＣにあり、講義のある日しか衣笠キャンパスには行きません。

下記のアドレスにメールをもらえば、多くの場合１、２日以内に返事をします。

takayama@se.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1～2回

野球における配球問題。

２人ゲーム、利得関数、利得行列

3～7回

ミニマックス原理

有限ゼロ和２人ゲーム、ミニマックス原理、

8～11回

シャーロック・ホームズ 後の事件

ミニマックス原理の限界

12～15回

期待効用原理（確率概念の導入）

確率、期待値、くじによる戦略の選択

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義で紹介する具体例が理解できているかどうかをみる。90 ％

平常点評価 簡単なレポートのようなものを提出させるかも知れません。10 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ゲーム理論入門 鈴木光男／共立全書／／絶版状態だったが、 近、復刻版が出たようである。

その他 ／ Other
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素数が無限に存在することは、古くから知られている。しかし、素数が自然数の中でどのように分布しているかについては、大まかなことしか分

かっておらず、リーマン予想と呼ばれる難問として残されている。この講座では、素数が無限に存在することの証明を紹介しながら、整数の性質

について考えるとはどういうことかを学ぶ。時間があれば、素数の不思議を応用した暗号理論の例として、ＲＡＳ暗号理論を紹介する。

高校１年程度の数学を何となく覚えていることが望ましい。高校２年まで数学を履修しておれば、なお良いが、特に必須というわけでもない。

ＰＤＦファイルでレジュメ配布予定。

とくになし。

単位数 /  Credit 2

数理の世界 (GA)

担当者名 /  Instructor 高山 幸秀

15975

計算、公式、解法の暗記、受験勉強といった中学・高校時代のしがらみを忘れ、いま一度、数学を「論理によって真理を探究する営み」として、高

い視点から捉えなおすこと。

メールアドレス

takayama@se.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1～10回

素数が無限に存在すること

整数、自然数、素数

11～12回

剰余系

数の合同関係

13～15回

素数の不思議を使って暗号をつくる

公開鍵暗号、暗号化、復号化、ＲＳＡ暗号

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） この講座を通して、数学とは何か？という問題を自分なりに深く考えたかどうかを、重点的に評

価します。

80 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパー等を使って、毎回の講義を聞いて何を学び何を考えたかを問う。あ

るいは、課題図書を指定して、レポート提出を求めるかも知れない。

20 ％

その他 ／ Other



2012 年度シラバス立命館大学

この講義では、現代社会においてスポーツがどのような状況にあるのか、またその抱えている問題点や課題はどこにあるのかを明らかにし、今

後のスポーツの展望を考えていくものとしたい。この講義では教養科目と言う性格も鑑み、これらのテーマを中心にしながらも学生諸君が持って

おり、自明のものと考えているスポーツ意識やこれに関わる固定した知の枠組みを砕いていくことも試みることとしたい。

基礎教養科目であり、他の科目やスポーツの関連報道と関わらせて幅広い視点で自己のスポーツの見方を構築して欲しい。そのために授業で

はいくつか参考文献を紹介するので、興味を持ったものを読み進めて欲しい。

単位数 /  Credit 2

スポーツと現代社会 (SA)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

13514

・スポーツが社会的、歴史的に構成された文化であることを理解すること。

・スポーツの現状と課題について理解すること。

・自らがスポーツを変えていく主体であることを理解すること。

この講義は低回生を対象にするものとして展開するので、可能な限り概念をかみ砕いて説明するようにしたい。またビデオなど視聴覚教材も多

用するものとし、幅広い知識の上に立ってこれからのスポーツのあり方について考えていけるようにしたい。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

ボールはなぜ丸いのかースポーツ文化の歴史性

儀礼、文化、スポーツ史

２

高度競技力スポーツの展開（１）-現在のスポーツ科学

スポーツ科学

３

高度競技力スポーツの展開（２）ー組織体制

スポーツの組織、旧東ドイツ

４

グローバル化とスポーツ（１）

スポーツビジネス、ナイキモデル

５

グローバル化とスポーツ（２）

スポーツ労働力移動

６

近代スポーツとは何か（１）

近代スポーツ、英国スポーツモデル

７

近代スポーツとは何か（２）

アマチュアリズム、スポーツマンシップ

８

近代スポーツとは何か（３）

プロスポーツの誕生、労働者階級

９

アメリカスポーツの展開

合理性、コマーシャリズム、ロサンゼルスオリンピック

１０

ホモルーデンスとしてのスポーツ

ホイジンガ、遊び論、近代合理性

１１

日本のスポーツの展開（１）

武士道という虚構、国民国家、天皇制

１２

日本のスポーツの展開（２）戦後のスポーツ展開と体制

三セクター、企業スポーツ、東京オリンピック

１３

日本のスポーツの展開（３）第二臨調・行革とスポーツ

スポーツ産業、ポスト福祉国家

１４

日本のスポーツの展開（４）Jリーグの誕生と新しいアク

ター

Jリーグ、百年構想、サポーター

１５

まとめー新しい社会運動とスポーツ

スポーツの公共性、公共圏

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義の理解度とその表現力を評価基準とする100 ％
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特に使用しないが、プリントなど授業にて配布することとしたい

授業中適宜指示する。

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/　　日本体育学会HP

http://www.jsss.jp/　(日本スポーツ社会学会HP） 

http://www.j-league.or.jp/　(Jリーグ公式サイト)

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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オリンピックやＷ杯に代表される国際的なスポーツイベント、欧州におけるサッカー選手の国を超えた移籍・帰化など、スポーツはグローバル化

の時代の中で多様な展開を見せ、社会とともに大きく変化している。そのため、現代社会におけるスポーツの持つ多様な意味やスポーツに関わ

る諸問題を理解するためには、多角的な視点、総合的な分析によりスポーツを批判する力が求められる。

本講義では、スポーツと現代社会に関する基礎知識を習得し、現代社会におけるスポーツの機能・役割などを社会的・政治的・経済的側面から

把握するとともに、現代社会におけるスポーツの持つ意味と諸問題についても考察していく。

現代とスポーツ

また、現代社会に関わる科目であればどんな科目でもいいです。　

授業内容に関してレポートを課す場合がある。

単位数 /  Credit 2

スポーツと現代社会 (SB)

担当者名 /  Instructor 権 学俊

16232

学生の皆さんと共にスポーツと現代社会について考え、意見を述べあえる授業を目指す。

1)講義を通じて、現代社会とスポーツの社会的、文化的変動を具体的なトピックの検討を通じて理解し、現代社会とスポーツとの関わり・全体像

を明らかにする。

2)現代社会とスポーツの関わりについて具体的に調査・分析する能力を養うとともに、スポーツに関する広い視野と批判能力を身に付ける。

3)テーマに対して自らの考えを表現することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

スポーツと現代社会についての概要と導入(シラバス説

明、本講の目的・内容、学習の進め方、評価など)

概要、シラバス、評価

第2回

近代国民国家とスポーツ

ヨーロッパ、国民国家、国民統合、抵抗ナショナリズム、

アジア、植民地

第3回

現代社会とオリンピック(1)　

オリンピックの歴史、オリンピズム、アマチュアリズム、

商業化

第4回

現代社会とオリンピック(2)　

国家、ナショナリズム、国威発揚、ドーピング、勝利至上

主義

第5回

ワールドカップと現代社会(1)　ワールドカップの歴史と商

業化

FIFA、商業化、メディア、政治

第6回

ワールドカップと現代社会(2) 2002年日韓ワールドカップ

共同開催の歴史的意味

戦後日韓関係、メディアイベント、街頭応援、サポータ文

化

第7回

ビデオ鑑賞①　

オリンピック、ワールドカップ、感想文

第8回

スポーツとグローバリゼーション

移民、国籍、格差、搾取、多文化社会

第9回

スポーツと政治、ナショナリズム　　

国家、国民形成、戦争、身体管理、ナショナリズム、オリ

ンピック

第10回

スポーツと環境問題　　　　

環境破壊、開発、近代化、長野オリンピック　　　

第11回

ビデオ鑑賞②　

スポーツ、現代社会

第12回

スポーツ市場・産業の動向、メディア　　　　　　　　　　　

スポーツ産業、スポーツ市場、余暇市場、経済、レ

ジャー

第13回

日本のスポーツイベントと問題点

国民体育大会、明治神宮体育大会

第14回

日本と諸外国のスポーツ政策と特徴

スポーツ施策、生涯、福祉、福祉国家、市民、イギリス、

ドイツ、日本、韓国

第15回

スポーツの未来を展望する

まとめ、スポーツ、現代社会、示唆点
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テキストは特になし。講義時にプリントを配布し、テキストとする。

その他、参考文献は毎回の講義時に紹介する。

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

(財)日本体育協会　http://www.japan-sports.or.jp/　

(財)日本オリンピック委員会   http://www.joc.or.jp/

独立行政法人日本スポーツ振興センター　　http://www.naash.go.jp/

(財)日本スポーツクラブ協会    http://www.jsca21.or.jp/

(財)日本体育施設協会   http://www.jp-taiikushisetsu.or.jp/

講義に対する理解を高めるため、講義内容に関連するビデオ鑑賞がある。

ゲストスピーカーによる講義もありうる。

受講者は自分の意見や感想などを発表できる力を授業を通して身につけてほしい。積極的に授業に参加することが求められる。

電話番号とメールアドレスなとを講義時に公開する。事前にメールなどで連絡もらえば面談いたします。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 1.講義で取り上げたテーマについてきちんと理解できているかどうかを評価する。(講義内容の

理解度)

2.主題の明確な把握と論述の根拠、批判・批評の論点、自分の考えを論理的に述べているかど

うか、文章の完成度などを総合的に評価する。

50 ％

平常点評価 1. 講義に関する意見や感想、ビデオ鑑賞の感想などを書いてもらい、それを評価する。

2. 感想文をもって出欠をとり、それを平常点として評価する。

50 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会とスポーツ ピーター・マッキントッシュ／大修館書店／4-469-26203-X／

変容する現代社会とスポーツ 日本スポーツ社会学会／世界思想社／4-7907-0723-7／

メディアスポーツ解体 森田浩之／NHKブックす／978-4-14-091148-8／

新スポーツ放送権ビジネス 前線 メディア総合研究所／花伝社／4-7634-0465-2／

現代スポーツ社会学序説 海老原　修／杏林書院／4-7644-1566-6／

現代スポーツのパースペクティブ 菊幸一他／大修館書店／4-469-26613-2／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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　スポーツを行うことによって、身体に様々な変化が生じている。それは新たな動作の獲得や、筋力の増大などの機能的もしくは構造的な変化で

ある。本講義では、この変化を、コンディショニングとスキル学習の２本柱から解説し、受講生がスポーツに関する基礎的な知識から実際のト

レーング方法に関する科学的な知識を理解し、健康の維持や管理、スポーツパフォーマンスを向上させる等の目的に合わせてトレーニングを実

践できるようになることを講義の目的とする。

特になし

関連する文献・資料等を講義中に適宜紹介する。各自、復習で活用してください。

単位数 /  Credit 2

スポーツのサイエンス (S)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

13506

・スポーツをすることによって身体に生じる変化のメカニズムを運動生理学の基礎的な知識を踏まえて理解する。

・自らの生活の中で目的に応じた方法でスポーツと向き合え、トレーニングを実践できるようになる。

受講に専門的知識は特に必要としない。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

授業の概要と導入、講義内容の概説

到達目標、コンディショニングとスキル学習

2

筋の構造と機能

筋肥大、筋繊維タイプ、超回復、滑走説

3

スポーツにおける筋力トレーニング

等尺性収縮・短縮性収縮・伸張性収縮、パワー、筋力、

抵抗

4

身体の源

同化、異化、栄養

5

エネルギー供給機構

ATP-PCr系、解糖系、有酸素系

6

無酸素性トレーニングと有酸素性トレーニング１

乳酸

7

無酸素性トレーニングと有酸素性トレーニング２

乳酸性作業閾値、 大酸素摂取量

8

ウエイトコントロール

標準体重、運動強度、基礎代謝

9

運動と神経内分泌

ホルモンの作用機序、ストレス

10

運動と環境

高所トレーニング、体温調節

11

スポーツと神経系

コオーディネーショントレーニング、脳の可塑性

12

運動調節の階層性

反射、随意運動

13

スキル学習

パフォーマンス曲線、学習の段階

14

トレーニング計画

目的、手段

15

トレーニングの実際

全体性と総和性

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 運動生理学の基礎知識を踏まえ、スポーツを科学的な視点で観察し、自らの言葉で論理的な

記述ができる。

70 ％

平常点評価 授業中の質問に対する応答、出席等を考慮する。30 ％
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必要に応じて講義内で適宜紹介する。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

運動生理学 P.O.オストランド，K.ラダール／大修館書店／4-469-26037-1／

マイネルスポーツ運動学 クルト・マイネル／大修館書店／978-4469260663／

運動学習とパフォーマンス リチャード・シュミット／大修館書店／978-4469262803／

ストレングス＆コンディショニングⅠ理論編 NSCAジャパン／大修館書店／978-4469265194／

スポーツ・運動生理学概説 山地啓司, 大築立志, 田中宏暁／明和出版／978-4901933247／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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本講義ではスポーツを広い意味での身体運動文化ととらえ、その社会的歴史的存在としての個性を、古代から中世、近代を経て現代に至るま

で、主としてヨーロッパを中心にスポーツ文化の諸相とその発展の経緯から概観していく。講義では文献資料の紹介が中心となるが、受講生の

理解を促進するために、できる限り映像資料なども用いて進めていきたい。

講義では教科書等を使わず、すべて配布レジュメを通じての学習となるが、その作成にあたっては下記の各種「参考書」を多く参照しているの

で、予習・復習の際にわかりにくい点が生じたら、精力的に目を通すようにしてもらいたい。また、授業外での担当者とのコミュニケーションに関し

ては、基本的に授業前後の時間内でお願いしたい。

単位数 /  Credit 2

スポーツの歴史と発展 (SA)

担当者名 /  Instructor 西原 茂樹

13527

講義を通じて、それぞれの時代におけるスポーツ文化が当該社会の中でいかなる意味を持っていたのか、また私たちが日頃親しんでいる野球、

サッカーなどの「近代スポーツ」が、19世紀のヨーロッパの社会状況からの影響をいかに強く受けて生まれてきたのかといったことを理解してもら

い、そのことによって受講者のスポーツ観が一層深まることを望みたい。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

「スポーツ」とは何か？なぜ「歴史」なのか？

「スポーツ」の語源および語義の変遷

第２回

古代の身体運動文化〔１〕

未開社会のスポーツ、古代文明のスポーツ

第３回

古代の身体運動文化〔２〕

古代オリンピック

第４回

古代の身体運動文化〔３〕

古代ローマのショー・スポーツ

第５回

中世の身体運動文化〔１〕

貴族のスポーツ、農民のスポーツ、都市民のスポーツ

第６回

中世の身体運動文化〔２〕

（ビデオ鑑賞）イギリス・アシュボーンの民俗フットボール

第７回

中世の身体運動文化〔３〕

民俗フットボール、中世日本のスポーツ

第８回

近代スポーツの誕生〔１〕

近代スポーツ誕生の社会的基盤およびその担い手

第９回

近代スポーツの誕生〔２〕

イギリスにおける伝統的民衆娯楽の淘汰と近代化

第１０回

近代スポーツの誕生〔３〕

アマチュアリズムの確立、近代スポーツへの女性の参

入

第１１回

近代スポーツの誕生〔４〕

（ビデオ鑑賞）映画『炎のランナー』に見るアマチュアリズ

ムと勝利至上主義

第１２回

近代スポーツの誕生〔５〕

近代オリンピックの創設、その平和的理念と現実のオリ

ンピックの間の矛盾

第１３回

近代スポーツの伝播と受容〔１〕イギリススポーツ

19世紀における大英帝国の繁栄、帝国主義的風潮との

関わり

第１４回

近代スポーツの伝播と受容〔２〕アメリカスポーツ

20世紀後半以降の商業主義化との関わり、近代スポー

ツの普遍化が孕む問題性

第１５回

日本における近代スポーツの受容と展開 

近代スポーツの大衆化、在来スポーツの近代化

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 選択問題および論述問題。授業内容全体の理解度を重視する。70 ％

平常点評価 数回に一度の割合で、授業の感想・質問・要望等を授業後に書いてもらい、それを日常点とし

て組み入れる。

30 ％
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テキストは特に指定しない。講義の中で参考となり得る文献をその都度紹介する。

上記以外の参考文献については、配布レジュメに記載する。また、事典としては岸野雄三編集代表『 新スポーツ大事典』（大修館書店）が

参考になる。

古代や中世の運動文化は近代スポーツとは大きくかけ離れているように見えるので、興味が沸きにくいこともあるかも知れない。しかし、私たち

が日頃親しんでいる近代スポーツは、多かれ少なかれそうした近代以前の運動文化を基盤として成立したものであることは間違いなく、何かの

はずみで古い時代の痕跡が顔を覗かせることもあるだろう。であるならば、近代以前の運動文化を知ることは近代スポーツそのものへの理解も

深めることにもつながるのであり、そのような広い視野を持って古代以来のスポーツ文化の歩みを確認してもらいたい。

数回に一度の割合で感想・質問等を書いてもらうことを、コミュニケーションペーパーの代わりとする。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

図説スポーツ史 寒川恒夫／朝倉書店／4-254-69023-1／講義全体を通じて参照

古代オリンピック 桜井万里子、橋場弦／岩波書店／4-00-430901-8／古代オリンピックに関する 新の

研究成果

近代スポーツの誕生 松井良明／講談社／4-06-149512-7／イギリスにおける伝統的民衆娯楽の淘汰と近

代化に関する文献

スポーツの歴史 レイモン・トマ／白水社／4-560-05750-8／寒川恒夫「付論　日本のスポーツ」が参考

となる

スポーツと帝国 アレン・グットマン／昭和堂／4-560-05750-8／近代スポーツの伝播と受容に関する文

献

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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本講義ではスポーツを広い意味での身体運動文化ととらえ、その社会的歴史的存在としての個性を、古代から中世、近代を経て現代に至るま

で、主としてヨーロッパを中心にスポーツ文化の諸相とその発展の経緯から概観していく。講義では文献資料の紹介が中心となるが、受講生の

理解を促進するために、できる限り映像資料なども用いて進めていきたい。

講義では教科書等を使わず、すべて配布レジュメを通じての学習となるが、その作成にあたっては下記の各種「参考書」を多く参照しているの

で、予習・復習の際にわかりにくい点が生じたら、精力的に目を通すようにしてもらいたい。また、授業外での担当者とのコミュニケーションに関し

ては、基本的に授業前後の時間内でお願いしたい。

単位数 /  Credit 2

スポーツの歴史と発展 (SB)

担当者名 /  Instructor 西原 茂樹

16231

講義を通じて、それぞれの時代におけるスポーツ文化が当該社会の中でいかなる意味を持っていたのか、また私たちが日頃親しんでいる野球、

サッカーなどの「近代スポーツ」が、19世紀のヨーロッパの社会状況からの影響をいかに強く受けて生まれてきたのかといったことを理解してもら

い、そのことによって受講者のスポーツ観が一層深まることを望みたい。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

「スポーツ」とは何か？なぜ「歴史」なのか？ 

「スポーツ」の語源および語義の変遷

第２回

古代の身体運動文化〔１〕

未開社会のスポーツ、古代文明のスポーツ

第３回

古代の身体運動文化〔２〕

古代オリンピック

第４回

古代の身体運動文化〔３〕

古代ローマのショー・スポーツ

第５回

中世の身体運動文化〔１〕

貴族のスポーツ、農民のスポーツ、都市民のスポーツ

第６回

中世の身体運動文化〔２〕

（ビデオ鑑賞）イギリス・アシュボーンの民俗フットボール

第７回

中世の身体運動文化〔３〕

民俗フットボール、中世日本のスポーツ

第８回

近代スポーツの誕生〔１〕

近代スポーツ誕生の社会的基盤およびその担い手

第９回

近代スポーツの誕生〔２〕

イギリスにおける伝統的民衆娯楽の淘汰と近代化

第１０回

近代スポーツの誕生〔３〕

アマチュアリズムの確立、近代スポーツへの女性の参

入

第１１回

近代スポーツの誕生〔４〕

（ビデオ鑑賞）映画『炎のランナー』に見るアマチュアリズ

ムと勝利至上主義

第１２回

近代スポーツの誕生〔５〕

近代オリンピックの創設、その平和的理念と現実のオリ

ンピックの間の矛盾

第１３回

近代スポーツの伝播と受容〔１〕イギリススポーツ

19世紀における大英帝国の繁栄、帝国主義的風潮との

関わり

第１４回

近代スポーツの伝播と受容〔２〕アメリカスポーツ

20世紀後半以降の商業主義化との関わり、近代スポー

ツの普遍化が孕む問題性

第１５回

日本における近代スポーツの受容と展開 

近代スポーツの大衆化、在来スポーツの近代化

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 選択問題および論述問題。授業内容全体の理解度を重視する。70 ％

平常点評価 数回に一度の割合で、授業の感想・質問・要望等を授業後に書いてもらい、それを日常点とし

て組み入れる。

30 ％
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テキストは特に指定しない。講義の中で参考となり得る文献をその都度紹介する。

上記以外の参考文献については、配布レジュメに記載する。また、事典としては岸野雄三編集代表『 新スポーツ大事典』（大修館書店）が

参考になる。

古代や中世の運動文化は近代スポーツとは大きくかけ離れているように見えるので、興味が沸きにくいこともあるかも知れない。しかし、私たち

が日頃親しんでいる近代スポーツは、多かれ少なかれそうした近代以前の運動文化を基盤として成立したものであることは間違いなく、何かの

はずみで古い時代の痕跡が顔を覗かせることもあるだろう。であるならば、近代以前の運動文化を知ることは近代スポーツそのものへの理解も

深めることにもつながるのであり、そのような広い視野を持って古代以来のスポーツ文化の歩みを確認してもらいたい。

数回に一度の割合で感想・質問等を書いてもらうことを、コミュニケーションペーパーの代わりとする。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

図説スポーツ史 寒川恒夫／朝倉書店／4-254-69023-1／講義全体を通じて参照

古代オリンピック 桜井万里子、橋場弦／岩波書店／4-00-430901-8／古代オリンピックに関する 新の

研究成果

近代スポーツの誕生 松井良明／講談社／4-06-149512-7／イギリスにおける伝統的民衆娯楽の淘汰と近

代化に関する文献

スポーツの歴史 レイモン・トマ／白水社／4-560-05750-8／寒川恒夫「付論　日本のスポーツ」が参考

となる

スポーツと帝国 アレン・グットマン／昭和堂／4-560-05750-8／近代スポーツの伝播と受容に関する文

献

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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ヒトと免疫

 21世紀を迎えて、万能細胞（iPS細胞）の誕生など、これまではＳＦ世界でしか語られなかった新たな進歩が報告され、再生医療が本格化しようと

している。拒絶反応という免疫現象を回避しつつあるかに見える。豚インフルエンザ由来の新型インフルエンザが蔓延し、さらに強力な鳥インフ

ルエンザが新型インフルエンザに変化する日も近いといわれる一方で、免疫が存在するが故に生ずるアレルギーはますます脅威をふるってい

る。ヒトの免疫システムとは何かを、人類が免疫現象を解明してきた歴史をひもときながら、考えてみよう。

特になし

参考書を予習しておくと理解が深まる

単位数 /  Credit 2

生物の多様性 (GA)

担当者名 /  Instructor 高桑 正樹

13552

・ 新の基礎医学や生物学に対する興味を持つ。

・常識として知られている事柄が、人類のたゆまぬ知的探求心によって一歩一歩形成された事を実感する。

・様々な現象に対して、驚き感動する感性を取り戻し、知的好奇心を啓発する。 

講義中に示す参考文献でさらなる理解を深められる

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

はじめに－科学的知識と歴史

教員自己紹介、講義概要の解説、教養教育について

2

ヒトと感染症(1)

病原体説、自然発生説の否定、ローベルト・コッホ、ル

イ・パスツール

3

免疫とは何か(1)

自然免疫と獲得免疫、自己と非自己、特異性と多様性

4

伝染病との戦い

予防接種、天然痘、ワクチン

5

免疫抗体の発見

ジフテリア、抗毒素、免疫抗体、血清療法と血清病

6

臓器移植の歴史（1）

キメラ、自家移植、他家移植

7

免疫とは何か(2)

外科技術、ホルマン、メダワー、バーネット、拒絶反応

8

裏返しの免疫

アレルギー、アナフィラキシー、スギ花粉症、自己免疫

病、慢性関節リュウマチ

9

ヒトと感染症（2）

新型インフルエンザ、スペインカゼ、H5N1、Avian Flu、

狂牛病、プリオン

10

免疫とは何か（3）

リンパ系、胸腺、Ｔ細胞、Ｂ細胞

11

臓器移植の歴史（2）

日本における移植、臓器移植法、脳死、移植に関わる

諸問題、腎臓村

12

再生医学（1）

羊のドリー、核移植、クローン技術

13

再生医学（2）

ES細胞、遺伝子導入

14

再生医学（3）

iPS細胞、将来展望

15

おわりに－ヒトと免疫

ガン、ＱＯＬ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 自分の考えを論述する筆記試験。100 ％
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必要に応じてプリント配布、あるいはコースツールの「講義レジュメ」にアップロードする

http://www.icems.kyoto-u.ac.jp/cira/j/

http://www.cdc.gov/

http://biotech.nikkeibp.co.jp/BIO.shtml

質問などはWebmailを活用のこと

高桑正樹：mtt05712@pl.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

免疫学個人授業 多田富雄、南伸坊／新潮文庫／／知的好奇心を啓発します

免疫・「自己」と「非自己」の科学 多田富雄／日本放送出版協会／4-14-001912-3／ＮＨＫブックス912

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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生命科学と医療技術の進展に伴って様々な問題が生じている。これらの諸問題は、私たちの「自由」の範囲について、あらためて根本的なレベ

ルから考察し直すことを迫っている。本講義では、生命科学によって提起されている具体的な問題の検討を通して、①個人の自由の範囲はどこ

までに及ぶのか、②そしてその範囲を決める根拠は何かという問題について考え、実質的な解答の可能性を探究する。

講義前半では主に出生・生殖をめぐる諸問題を扱い、後半では「死」をめぐる諸問題を扱う。具体的な問題を通して、より広く、社会の望ましいあ

り方について、その背景となる価値観も含めて考える。

科学技術と倫理

講義内で紹介する参考文献をあたるなどして積極的な姿勢で授業に臨むこと。

単位数 /  Credit 2

生命科学と倫理 (S)

担当者名 /  Instructor 堀田 義太郎

13628

個人主義的な「自己決定・自己責任」の原則のおよぶ範囲（その意義と限界）について、近代社会の価値規範や構造と優生学（優生思想）の関

係の把握を通して理解すること。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

イントロダクション――生命科学技術と倫理をめぐる問い

の構造

【キーワード】科学・技術・倫理、真偽・可否・是非

２

生命科学の倫理問題の背景

【キーワード】　人体実験・自己決定権・インフォームドコ

ンセント

３

生命科学の倫理問題の展開

【キーワード】　自己決定権尊重原則の意義と問題点

４

生殖への自由（1）

【キーワード】　人工妊娠中絶反対論と擁護論

５

生殖への自由（2）

【キーワード】　人工妊娠中絶の是非論

６

生殖への自由（3）

【キーワード】　出生前診断・選択的人工妊娠中絶

７

生殖への自由（4）

【キーワード】優生学と自由

８

代理母と臓器売買

【キーワード】　自己決定の内容と条件

９

中間考察

【キーワード】身体の自己所有権、リベラリズム、リバタ

リアニズム

１０

死の自己決定（1）

【キーワード】　脳死と臓器移植

１１

死の自己決定（2）

【キーワード】　安楽死と尊厳死

１２

死の自己決定（3）

【キーワード】　安楽死と尊厳死

１３

死の自己決定（4）

１４

自立への問い

【キーワード】　家族・障害・自立生活

１５

総合的検討／まとめ

【キーワード】功利主義・権利論・義務論・正義・配慮（ケ

ア）・分配

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 90 ％

平常点評価 授業への積極的な参加を評価します。10 ％
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基本的に毎回プリント・資料を配布します。

講義で配布する資料や、講義中に紹介する書籍や論文を読み、授業に臨む必要がある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生命倫理とは何か 市野川容孝編／平凡社／4582702422／

はじめて出会う生命倫理 玉井真理子・大谷いづみ編／有斐閣／／

学生との直接対話／Talk with Students
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産業社会学部では，多言語，多文化の理解に力を入れています。世界の主要言語について基礎的な知識を持つことは，現在の国際化時代に極

めて重要です。複数の言語を知ることは複眼的思考をすることに繋がります。

 今の世の中では英語のできる人材は溢れています。さらにもう１ヶ国語のできる人材こそ必要とされていると言えるでしょう。

 ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、朝鮮語の五つの言語とそれらの国の文化について、リレー方式で講義を行います。この科目は国際

化入門科目ですので，特に国際問題に興味がある方には受講を奨励します。

＊定期試験として実施します。

＊筆記試験による評価で、配点は、講義内容(各論＝各国語)の基礎知識の確認が六割、講義内容（総論＝第１３回～第１５回講義）と関連し

た論述が四割となります。

初めて聞くような内容なので、参考書を読んでください。

単位数 /  Credit 2

世界の言語と文化 (S)

担当者名 /  Instructor 文 楚雄、久津内 一雄、高橋 憲、仲井 邦佳、南 裕恵

16168

平和と民族共存に不可欠な異文化理解・多言語・多文化共生の可能性を探ります。

とにかく参考書を読んでください。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

導入＋中国語①

言語

２

中国語②

歴史

３

中国語③

文化

４

スペイン語①

言語

５

スペイン語②

歴史

６

スペイン語③

文化

７

ドイツ語①

言語

８

ドイツ語②

歴史

９

ドイツ語③

文化

１０

朝鮮語①

言語

１１

朝鮮語②

歴史

１２

朝鮮語③

文化

１３

総論①＋フランス語①

言語

１４

総論②＋フランス語②

歴史

１５

総論③＋フランス語③

文化

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％
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講義時随時レジュメを配布します。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

言語学とは何か 田中克彦／岩波新書 1993年／／

ことばと国家 田中克彦／岩波新書 1981年／／

ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ「論理哲学論考」を読む 野矢茂樹／ちくま学芸文庫 2002年／／

時間論 中島義道／ちくま学芸文庫 2002年／／

寝ながら学べる構造主義 内田樹／文春新書 2002年／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　戦争の歴史を振り返ってみると、「形の上では」主権平等の国家間の戦争から、「非対称的な」戦争へと変化している。特に同時多発テロ以降、

テロ組織に対する「戦争」が議論されるようになってきているのである。さらに、近年では、中国の脅威がことさらに論じられる。

　いずれにせよ、戦争の問題を考えるときに、国際関係論の枠組みを考えなければならないが、同時に、戦争には犠牲者がともない、基地が存

在することにともなう基地被害の問題も看過することのできない問題である。

　今年は、沖縄の施政権が日本に返還されて、40年の節目を迎える年でもあるので、日本の安全保障の問題を、沖縄の視点から捉え直してみ

たい。沖縄の基地問題は、本来は、日米両政府によって解決すべき問題であるが、日米安保体制による過重な負担を沖縄にだけ押しつけてい

いのかという、日本の民主主義のありかたが問われる問題でもあることに留意したい。

「平和学入門」（産業社会学部、文学部）をあわせて履修すると、平和学の全体像を捉えることができる。

（法学部の学生は、専門科目として「平和学」がある。また、政治外交史の講義を履修しておくとよい）

講義に関する必要な連絡、平常点レポートの提出は、すべてWebCTを通じて行うので、毎週１回はWebCTをみること。

積極的な、ディスカッション・ボードへの書き込みを期待する。（話題提供として）

新聞、ニュース、インターネットなどの情報に目を通す習慣を身につけること。

単位数 /  Credit 2

戦争の歴史と現在 (GA)

担当者名 /  Instructor 池尾 靖志

13407

１）自ら、進んで新聞やニュースの政治欄や国際欄などを読み、自分なりの意見を形成できるように、また、他者に、自らの主張を、感情論ではな

く、論理的かつ説得的に説明できるようになること。

２）戦争形態の変化がなぜ起こってきたのか、国際情勢の変化に敏感になること。

３）翻って、日本国内の状況、特に、若者の「真剣な話」をけむたがる風潮はなぜなのかを、自分自身の問題と絡めて考えられるようになること。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回 

日米安保体制と沖縄

米軍再編、普天間、辺野古、高江、岩国、SACO合意

第2回 

沖縄における米軍基地被害の日常　〜北部訓練場にお

けるヘリパッド建設を事例に〜

北部訓練場、ヘリパッド建設、オスプレイ、高江、辺野

古、伊江島、岩国、

第3回

戦争の文化と平和の文化

戦争の記憶と和解、沖縄戦、南京大虐殺

第4回 

戦争の違法化

正戦論、無差別戦争観、国際組織の形成、集団安全保

障、理想主義と現実主義

第5回 

戦後国際秩序の形成（１）

ヤルタ会談、冷戦の始まり

第6回 

戦後国際秩序の形成（２）

（古典的）リアリズムとネオリアリズム

第7回 

冷戦秩序（１）

核による平和、抑止力、集団的自衛権、ゲームの理論、

囚人のジレンマ、チキンゲーム

第8回 

冷戦秩序（２）

植民地からの独立戦争、ベトナム戦争、アメリカによる

沖縄の占領政策

第9回 

冷戦秩序の崩壊：なぜ、ネオリアリズムは、冷戦の崩壊を

予測できなかったのか 

分析レベル問題、トランスナショナルな連帯

第10回 

ポスト冷戦期の国際秩序形成

「世界の警察官」、湾岸戦争

第11回 

大量破壊兵器の拡散と不拡散

核兵器不拡散、国際レジーム、ABC兵器

第12回 

小型武器の拡散問題

小型武器、子ども兵、DDR

第13回 

テロリズムと「新しい戦争」

テロリズム、「新しい戦争」、同時多発テロ

第14回 

アメリカの一国行動主義と有志連合

ブッシュ大統領、一国行動主義、有志連合、小泉政権、

民主党政権の安全保障政策

第15回 

中国は、世界秩序の攪乱要因なのか

米軍再編、動的防衛力、島嶼防衛、尖閣諸島



2012 年度シラバス立命館大学

レポートは、小論文形式の文体を求め、参考文献リストを明記すること。レポートを課す 初の講義のときに説明する。

字数は、いずれも２０００字程度。（長くても、論理的であればかまわないが、分量不足は減点する。）コースツール上に提出すること。

これ以外の参考文献については、講義について随時紹介する。

担当者のホームページ（http://www.yikeo.com）を参照のこと。

国際／国内政治状況の変化によって、内容を入れ替えたり、講義内容を追加することがあるので、注意すること。特に、今年は、沖縄の動きが

日米両政府の関係に大きく影響を与える年となるため、ニュースや新聞記事、また、図書館にある沖縄タイムスの記事などを注意してみておくこ

と。

新聞やニュースの政治欄や国際欄に目を通しておくこと。

テキストを必ず持参すること。ノートを持参し、パワーポイント以外の補足事項は板書するので、ノートをとること。

パワーポイントは、講義後、コースツールからダウンロードできるようにしますが、講義で見せるYouTubeなどの動画、視聴覚教材など、著作権法

に抵触するものは載せられないので、講義において視聴すること。

コースツール上で受講生と情報を共有することが望ましい。（掲示板機能を使うこと。）

また担当者のホームページに記載してあるメールアドレスに直接メールをしてくれてもかまわない。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義を通して、どの程度、自分なりにニュースや新聞を読み、自分の頭で考えたのかを問う論

述２問。

自分の言葉で表現することを重視する。

持ち込みは今年から不可とする。

80 ％

平常点評価 コースツールを通じて３回課す。そのうち、 低２回以上提出すること。（３回提出した場合に

は、１１０点満点で計算し、１００点を超えた場合には、１００点とする）

１回のレポートは2000字以上とし、参考文献を3冊以上（HPの場合にはアドレス）挙げて、レポー

トの 後に明記すること。

20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

平和学をつくる 池尾靖志編／晃洋書房／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

国際紛争 ジョセフ・ナイ／ 有斐閣／／＊原著がかなりの頻度で改訂され、それに応じて翻訳版

も新しく出版されているので、できるだけ、新しい版を参照すること。また、大学院を志

望する人は、原著はさほど分厚くないので、原著（英書）で読むことをおすすめする。

戦争の記憶と和解 池尾靖志編／晃洋書房／／特に１章を、講義開始前に読んでおくこと。図書館にある

はずです。

「帝国」の国際政治学 山本吉宣／東信堂／／

地域から平和をきずく 池尾靖志・伊波洋一・井原勝介／晃洋書房／／

日米同盟再考 土山 實男監修／亜紀書房／978-4750510071／

安全保障の国際政治学―焦りと傲り 土山 實男／有斐閣／978-4641076792／

砂上の同盟：米軍再編が明かすウソ 屋良朝博／沖縄タイムス社／978-4-87127-193-6／

「アメとムチ」の構図：普天間移設の内幕 渡辺豪／沖縄タイムス社／978-4-87127-189-9／

アメリカ外交と21世紀の世界 五十嵐武士編／昭和堂／4-8122-0623-5／

The politics of nonviolent action ／／／

不愉快な現実：中国の大国化、米国の戦略転換 孫崎享／講談社／078-4-06-288149-4／

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

　戦争の歴史を振り返ってみると、「形の上では」主権平等の国家間の戦争から、「非対称的な」戦争へと変化している。特に同時多発テロ以降、

テロ組織に対する「戦争」が議論されるようになってきているのである。さらに、近年では、中国の脅威がことさらに論じられる。

　いずれにせよ、戦争の問題を考えるときに、国際関係論の枠組みを考えなければならないが、同時に、戦争には犠牲者がともない、基地が存

在することにともなう基地被害の問題も看過することのできない問題である。

　今年は、沖縄の施政権が日本に返還されて、40年の節目を迎える年でもあるので、日本の安全保障の問題を、沖縄の視点から捉え直してみ

たい。沖縄の基地問題は、本来は、日米両政府によって解決すべき問題であるが、日米安保体制による過重な負担を沖縄にだけ押しつけてい

いのかという、日本の民主主義のありかたが問われる問題でもあることに留意したい。

「平和学入門」（産業社会学部、文学部）をあわせて履修すると、平和学の全体像を捉えることができる。

（法学部の学生は、専門科目として「平和学」がある。また、政治外交史の講義を履修しておくとよい）

講義に関する必要な連絡、平常点レポートの提出は、すべてWebCTを通じて行うので、毎週１回はWebCTをみること。

積極的な、ディスカッション・ボードへの書き込みを期待する。（話題提供として）

新聞、ニュース、インターネットなどの情報に目を通す習慣を身につけること。

単位数 /  Credit 2

戦争の歴史と現在 (GB)

担当者名 /  Instructor 池尾 靖志

13460

１）自ら、進んで新聞やニュースの政治欄や国際欄などを読み、自分なりの意見を形成できるように、また、他者に、自らの主張を、感情論ではな

く、論理的かつ説得的に説明できるようになること。

２）戦争形態の変化がなぜ起こってきたのか、国際情勢の変化に敏感になること。

３）翻って、日本国内の状況、特に、若者の「真剣な話」をけむたがる風潮はなぜなのかを、自分自身の問題と絡めて考えられるようになること。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回 

日米安保体制と沖縄

米軍再編、普天間、辺野古、高江、岩国、SACO合意

第2回 

沖縄における米軍基地被害の日常　〜北部訓練場にお

けるヘリパッド建設を事例に〜

北部訓練場、ヘリパッド建設、オスプレイ、高江、辺野

古、伊江島、岩国、

第3回

戦争の文化と平和の文化

戦争の記憶と和解、沖縄戦、南京大虐殺

第4回 

戦争の違法化

正戦論、無差別戦争観、国際組織の形成、集団安全保

障、理想主義と現実主義

第5回 

戦後国際秩序の形成（１）

ヤルタ会談、冷戦の始まり

第6回 

戦後国際秩序の形成（２）

（古典的）リアリズムとネオリアリズム

第7回 

冷戦秩序（１）

核による平和、抑止力、集団的自衛権、ゲームの理論、

囚人のジレンマ、チキンゲーム

第8回 

冷戦秩序（２）

植民地からの独立戦争、ベトナム戦争、アメリカによる

沖縄の占領政策

第9回 

冷戦秩序の崩壊：なぜ、ネオリアリズムは、冷戦の崩壊を

予測できなかったのか

分析レベル問題、トランスナショナルな連帯

第10回 

ポスト冷戦期の国際秩序形成

「世界の警察官」、湾岸戦争

第11回 

大量破壊兵器の拡散と不拡散

核兵器不拡散、国際レジーム、ABC兵器

第12回 

小型武器の拡散問題

小型武器、子ども兵、DDR

第13回 

テロリズムと「新しい戦争」

テロリズム、「新しい戦争」、同時多発テロ

第14回 

アメリカの一国行動主義と有志連合

ブッシュ大統領、一国行動主義、有志連合、小泉政権、

民主党政権の安全保障政策

第15回 

中国は、世界秩序の攪乱要因なのか

米軍再編、動的防衛力、島嶼防衛、尖閣諸島



2012 年度シラバス立命館大学

レポートは、小論文形式の文体を求め、参考文献リストを明記すること。レポートを課す 初の講義のときに説明する。

字数は、いずれも２０００字程度。（長くても、論理的であればかまわないが、分量不足は減点する。）コースツール上に提出すること。

これ以外の参考文献については、講義について随時紹介する。

担当者のホームページ（http://www.yikeo.com）を参照のこと。

国際／国内政治状況の変化によって、内容を入れ替えたり、講義内容を追加することがあるので、注意すること。特に、今年は、沖縄の動きが

日米両政府の関係に大きく影響を与える年となるため、ニュースや新聞記事、また、図書館にある沖縄タイムスの記事などを注意してみておくこ

と。

新聞やニュースの政治欄や国際欄に目を通しておくこと。

テキストを必ず持参すること。ノートを持参し、パワーポイント以外の補足事項は板書するので、ノートをとること。

パワーポイントは、講義後、コースツールからダウンロードできるようにしますが、講義で見せるYouTubeなどの動画、視聴覚教材など、著作権法

に抵触するものは載せられないので、講義において視聴すること。

コースツール上で受講生と情報を共有することが望ましい。（掲示板機能を使うこと。）

また担当者のホームページに記載してあるメールアドレスに直接メールをしてくれてもかまわない。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義を通して、どの程度、自分なりにニュースや新聞を読み、自分の頭で考えたのかを問う論

述２問。

自分の言葉で表現することを重視する。

80 ％

平常点評価 コースツールを通じて３回課す。そのうち、 低２回以上提出すること。（３回提出した場合に

は、１１０点満点で計算し、１００点を超えた場合には、１００点とする）

１回のレポートは2000字以上とし、参考文献を3冊以上（HPの場合にはアドレス）挙げて、レポー

トの 後に明記すること。

20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

平和学をつくる 池尾靖志編／晃洋書房／／

自治体の平和力 池尾靖志／岩波ブックレット／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

国際紛争 ジョセフ・ナイ／ 有斐閣／／＊原著がかなりの頻度で改訂され、それに応じて翻訳版

も新しく出版されているので、できるだけ、新しい版を参照すること。また、大学院を志

望する人は、原著はさほど分厚くないので、原著（英書）で読むことをおすすめする。

戦争の記憶と和解 池尾靖志編／晃洋書房／／特に１章を、講義開始前に読んでおくこと。図書館にある

はずです。

「帝国」の国際政治学 山本吉宣／東信堂／／

地域から平和をきずく 池尾靖志・伊波洋一・井原勝介／晃洋書房／／

日米同盟再考 土山 實男監修／亜紀書房／978-4750510071／

安全保障の国際政治学―焦りと傲り 土山 實男／有斐閣／978-4641076792／

砂上の同盟：米軍再編が明かすウソ 屋良朝博／沖縄タイムス社／978-4-87127-193-6／

「アメとムチ」の構図：普天間移設の内幕 渡辺豪／沖縄タイムス社／978-4-87127-189-9／

アメリカ外交と21世紀の世界 五十嵐武士編／昭和堂／4-8122-0623-5／

The politics of nonviolent action ／／／

不愉快な現実：中国の大国化、米国の戦略転換 孫崎享／講談社／978-4-06-288149-4／

学生との直接対話／Talk with Students
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地球変動学

　地球表層で生起しているさまざまな変動についてプレートテクトニクスを基礎として理解することを目指す。

　はじめに地球についての全体像を解説するほか、現在の地球表層の自然環境がどのように変化して出来上がってきたかを概観する。その後、

プレート同士の相互運動により、プレート境界周辺で集中的にさまざまな変動が起きることを学ぶ。

　とくに日本列島とその周辺は、世界的に見てもプレート境界で起こる諸現象、すなわち変動がとくに集中しているところである。そこで日本列島

の形成と現在生起している変動の特徴についても学ぶ。

授業では時間の都合で扱いきれなかったトピック的なテーマについてショートレポートを課すことがある。原則として定期試験だけで成績評価

をするが、もしレポートを課した場合は、２０％を目安としてレポート点とし、定期試験との合計で１００％とする。

参考書等による復習が必要。 

単位数 /  Credit 2

地球科学 (S)

担当者名 /  Instructor 桂 郁雄

13533

地球の全体像と共に、地球の各部分が相互に関連して全体が成り立っていることを理解し、説明できる。

地球科学の特殊性を理解すると共に、物理や化学といった面から地球を理解し、説明できる。

地球科学全般にわたる基本的な知識、考え方を習得し、説明できる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

       1

はじめに－地球システムについて

岩石圏、地殻、マントル、核、プレート、水圏、大気圏、

磁気圏、生物圏

       2

地球と太陽系の誕生と進化

原始太陽系星雲、微惑星、衝突クレーター、潮汐力、成

層構造

       3

地球表層環境の進化

海、生命の起源、生物進化、酸化的大気、光合成、太

陽定数、熱平衡、温室効果、気候変動

        4

地球のかたちと重力場

回転楕円体、水平、ジオイド、重力

        5

地震波でわかってきた地球の内部構造

地震波、P波、S波、地震波の反射と屈折、走時曲線、

地殻、マントル、中心核

        6

地球の構成物質－元素・鉱物・岩石

元素、鉱物、岩石

        7

地震と火山の発生するところ

地震活動、火山活動、大地形、海底地形

        8

プレートの概念と球面を動くプレートの運動

大陸移動、海底拡大、海底更新、球面プレート、プレー

ト境界、プリュームテクトニクス

        9

地球の磁場－現在と過去

地磁気、偏角、伏角、地心磁気双極子、古地磁気、岩

石磁気、地磁気の逆転

        10

プレート運動の推定－岩石・地層に記された昔の地球磁

場の記録

古地磁気、地磁気の逆転、見かけの古地磁気極の移動

        11

岩石・地層の年代測定

相対年代、古生物の進化、生層序による年代区分、放

射性元素、放射崩壊、放射年代決定

       12

プレート境界に働く力－地震の発生メカニズム

応力分布、プレート運動、地震波初動、地震発生のメカ

ニズム、断層の型

        13

プレート境界で起こる変動

発散境界、収束境界、すれ違い境界、地震活動、火山

活動、マグマの発生

        14

日本列島のテクトニクス

沈み込み、島弧、圧縮場、活断層、地震活動、海溝型

巨大地震、内陸直下型地震、火山活動

        15

日本列島の形成

沈み込み、島弧、付加体、背弧海盆

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的な事項の理解とその応用を問う。原則として論述問題を主に課す。100 ％
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次の２つ（部分）は便利な参考書である。

　ニューステージ新訂地学図表 浜島書店編集部編著 浜島書店 978-4-8343-4007-5 役に立つ図表集。 

　理科年表　平成２４年版 国立天文台編 丸善 978-4-621-08438-0 データブック。一部が参考になる。

その他、講義内容の一部に関連する参考書

　安藤雅孝・吉井敏尅「地震－理科年表読本」（丸善，1993）4-621-03831-1

　藤田和夫「変動する日本列島」（岩波新書，1985）4-00-420306-6（絶版？）

　松田時彦「活断層」（岩波新書，1995）4-00-430423-7

　平朝彦「日本列島の誕生」（岩波新書，1990）4-00-430148-3

　Kenneth J. Hsu　高柳洋吉訳「地球科学に革命を起こした船－グローマーチャレンジャー号」（東海大学出版会，1999）4-486-01460-X

　土木学会関西支部編「地盤の科学　地面の下をのぞいてみると・・・」（講談社ブルーバックス，1995）4-06-257088-2

　池田安隆・他「活断層とは何か」（東京大学出版会，1996）4-13-063309-0

　寒川旭「地震考古学　遺跡が語る地震の歴史」（中公新書，1992）4-12-101096-5

　上田誠也「プレートテクトニクス」（岩波書店，1989）4-00-005929-7

　瀬野徹三「プレートテクトニクスの基礎」（朝倉書店，1995）4-254-16029-1

　寒川旭「地震の日本史　大地は何を語るのか」（中公新書，2007）978-4-12-101922-6 

国土地理院、気象庁、産業技術総合研究所地質調査総合センター、防災科学技術研究所、海洋研究開発機構、USGS(United States 

Geological Survey)などのホームページ 

高校地学の知識は要しない。数学・物理・化学等の知識があったほうが多少は有利であるが、必須ではない。

授業の理解には毎回の積み上げが大事である。 

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

使用しない。 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

図説地球科学 杉村新・他編／岩波書店／4-00-005669-7／講義内容全般に関連する基本事項を調

べるのに便利な参考書

地球科学入門－プレートテクトニクス 河野長／岩波書店／4-00-005667-0／講義内容全般に関連する教科書風の参考書 

(絶版？)

グローバルテクトニクス 杉村新／東京大学出版会／4-13-062116-5／講義内容全般に関連するやや高度な

教科書風の参考書（絶版？）

地球学入門　惑星地球と大気・海洋のシステム 酒井治孝／東海大学出版会／4-486-01615-7／講義内容全般に関連する教科書風

の参考書

惑星科学入門 松井孝典／講談社学術文庫／4-06-159222-X／講義内容の一部に関連する参考書

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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1912年までの中国は、Imperial China（中華帝国）と呼ばれた。「帝国」には、皇帝・官僚による専制支配及び多民族国家という属性があるが、こ

れは全く過去の遺物の話ではなく現在に通じる構造である。また俗に「帝国」と称される国家も中国一国ではない。しかしながら、その中でも中国

は、過去との連続性において際だった「国」・「地域」である。学生諸君はこうしたユニークな隣国を、「帝国」の発生に遡って理解することを目的と

する。

下記の参考書をはじめ、中国史に関する概説書を幅広く読んでおくこと。

単位数 /  Credit 2

中国の国家と社会 (J)

担当者名 /  Instructor 井上 充幸

15974

1.多民族国家中国の特性を理解する。

2.長期に渉って継続した、中央集権的官僚体制の概念を理解する。

3.世界の四大文明のうち、唯一現在まで滅亡せずに継続した「世界史上の奇跡」を体感する。

4.上記諸要素の理解を通じて、我が国の隣国が、我が国とは全く異なる文明のパターンを歩んできた、非常にユニークな地域であることを認識

し、日中両国の関係についてより深い思考を得ることを目指す。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

01

中国とは何か

中国、民族、国家、時代区分

02

中国以前の時代

夏、殷、周、春秋・戦国時代、文明、中華、四夷

03

中国の誕生

秦、始皇帝、都市、官僚、漢字

04

古代中国世界の拡大と変容

前漢、後漢、儒教、三国、匈奴、羌

05

中国世界の南北分裂と変容

中世前期、西晋、五胡十六国、南北朝、鮮卑

06

中国世界の再統一と東部ユーラシア世界の変動

中世後期、隋、唐、突厥、ウイグル

07

中国世界の再分裂と東部ユーラシア世界の多元化

近世前期、北宋、遼、金、西夏、科挙

08

モンゴルによるユーラシアの統合

モンゴル時代、チンギス=カン

09

世界帝国の時代

大元ウルス、クビライ=カアン

10

ポスト=モンゴル時代の東部ユーラシア

近世後期、明、洪武帝、永楽帝、タタル、オイラト

11

明から清へ

北虜南倭、明末清初、女直

12

大清帝国の誕生と発展

満洲、モンゴル、チベット、台湾、新疆、ジューンガル

13

中華帝国の終焉

華僑、白蓮教、アヘン戦争、太平天国、洋務運動

14

近現代の中国

辛亥革命、中華民国、中華人民共和国

15

再び中国とは何か

中国、民族、国家

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義内容をふまえたレポートを課す。

テーマや内容は後日発表。

50 ％
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私語等の迷惑行為も目に余れば「欠席」扱いにする。

欠席数、特に無断欠席数が3分の1以上に及べば、単位認定の対象にしない。

授業中に配布するプリントに基づいて授業を進める。

このほかの参考書については授業中に随時紹介する。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 授業内に小テストを随時実施（3回程度）し、各小テストの合計点を平常点とする。

2回以上提出実績がある受講生のみ、成績評価の対象とし、0～1回の提出しか実績がない場

合、無条件で不合格とする。

※体育会の試合、就職活動、病欠などの事由により小テストを受験できなかった場合、代替措

置として小レポートを提出し、小テストの回数・点数に充てる（応談）。

50 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

中国の歴史　上・下 愛宕元ほか（編）／昭和堂／／

アジアの歴史と文化　１-５ 竺沙雅章ほか（編）／同朋舎／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　　哲学と自己という問題　－哲学とは何か－

　自己とは何かという問いに対して、単純にそれはこの自己だと答えることもできましょう。だが、よく考えると、とくに現在は自己が希薄化したと言

われることもあり、これこそが真の自己だと言うことは難しいように思われます。哲学もまた、そのつどの時代の要請に応じてその問いに答えよう

としてきました。そこでこの講義では、哲学がその問いにいかに関わってきたかをたどりつつ、我々の自己というものを考えてみたいと思います。

西洋思想史に関連した科目（倫理、政治、社会など）を履修しておくと理解が深まります。

単位数 /  Credit 2

哲学と人間 (S)

担当者名 /  Instructor 土屋 敬二

13544

・哲学とは何かを学ぶ。

・哲学の展開をたどることをとおして自己とは何かについて考える。

・哲学史の基礎的な知識を身につける。

・抽象的、論理的に思考する力を養う。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回目

Ⅰ、概観　1、哲学とは何か?　形而上学と人間

「禁欲主義的理想を除いては、人間は、人間という動物

は、これまで何の意義も有しなかった」(ニーチェ)

第2回目

2、我々の現在と自己という問題　なぜ我々はかくも他者

に依存しているのか?

「人間は波打ち際の砂の表情のように消滅するであろ

う」(フーコー)

第3回目

Ⅱ、古代

1、ソフィストとソクラテス　「汝自身を知れ」とよく生きるこ

と　(参)プラトンにおける理想の人間

「善く生きることと美しく生きることと正しく生きることとは

同じだということ」(ソクラテス)

第4回目

2、アリストテレス　ポリス的動物としての人間と倫理的徳

　

「人間というものの善とは、人間の卓越性(徳)に即して

の、またもしその卓越性がいくつかあるときは も善き

も究極的な卓越性に即しての魂の活動である」

第5回目

Ⅲ、キリスト教　原罪と自己　神のようになろうとした人間

の高ぶり

「自己愛...すなわちおのれを愛そうとすることをおのれの

意志とすること」としての原罪(アウグスティヌス)

第6回目

Ⅳ、近代

1、近代の原理=主観性とその問題　デカルトなどの哲学

から

「私がこのようにすべてが偽であると考えている間も、そ

う考えている私は必然的に何ものかでなければならぬ」

(デカルト)

第7回目

2、ホッブズ

a、欲望存在としての人間と自然状態=戦争状態

「社会状態の外では、つねに各人対各人の戦争が存在

する」

第8回目

b、自然法と社会契約による国家の設立　※『リヴァイア

サン』を読む

「信約は剣なくしては単なる言葉にすぎず、人々を保護

する力をまったくもたないのである」

第9回目

3、カント　道徳と人間の尊厳性

「道徳法則は自由の認識根拠である」

第10回目

4、ニーチェ

a、力への意志としての生と遠近法主義=相対主義　(参)

相対主義と現在

「世界はおのれの背後にいかなる意味をももってはおら

ず、かえって無数の意味をもっている」

第11回目

b、キリスト教批判とニヒリズム　※『ツァラトゥストラ』、『力

への意志』などを読む

「「何のために」に対する答えが欠けている」状態として

のニヒリズム

第12回目

Ⅴ、現代

1、フロイト　エス・自我・超自我の三層からなる人間の心

「外界の近いことと外界の影響とによって変更を受けた

エスのあの部分」としての自我

第13回目

2、ハイデガー　非本来的実存=世間(人)へと頽落した自

己

「その「誰か」は、特に誰ということもできない中性的なも

の、世間(人)である」
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教科書は使用しませんが、原典その他のプリントをその代わりとします。予習・復習にも役立てて下さい。

哲学と自己という問題にはさまざまな角度から入ることができます。それぞれの関心に応じてその問題に関連した書物を読むように心がけて下さ

い。

講義の展開の基本線を押さえるように心がけて下さい。講義は共同作業です。予習・復習を心がけて下さい。3回に1度質問用紙を配布します。

質問の方も心がけて下さい。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第14回目

3、ポストモダンと消費社会　ボードリヤールなどの現代社

会論から　

「差異の崇拝は、もろもろの差異の喪失の上に成り立つ

のである」(ボードリヤール)

第15回目

Ⅵ、総括　現代における自己の可能性について パスカル

の思想から

「知恵は我々を幼年に向かわせる。〈幼子のようになら

なければ〉」

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義をいかに理解しているか、そしてそれをいかに適切に文章化しているかを中心に評価しま

す。

80 ％

平常点評価 講義に関連して2度小レポートを書いてもらいます。（各10％）20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

はじめての哲学史 竹田青嗣・西研編／有斐閣／4-641-12046-3／分かりやすい哲学の入門書です。

ヨーロッパ社会思想史 山脇直司／東京大学出版会／4-13-012051-4／社会思想史の観点からも哲学を学ぶ

ことができます。

哲学のすすめ 岩崎武雄／講談社／4-06-115466-4／よく生きるための哲学入門です。

現代倫理学の展望 伴博・遠藤弘編／勁草書房／4-326-15170-6／倫理学の観点から近、現代哲学の展

開を解説書した書です。

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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統計学は、多数の資料を整理しその傾向を探るための方法であり、社会調査などから得た標本をもとに母集団のありさまを推測するために活用

されています。この講義では統計学の基礎的な手法を学ぶことを目的としています。ほとんどの学生にとっては、これまでに統計学を学ぶ機会は

少なかったと思われますので、受講にあたり特別な予備知識は必要としていません。

履修しておくべき科目はありませんが

事前に高校数学（数学I,A）の1次関数・2次関数・確率の部分を復習しておくと役に立つでしょう

定期試験（筆記）では電卓を使用します

平方根が計算できるものが望ましいですが、関数電卓は不可とします

授業内で行った演習は、翌週に解答方法などを解説します。事後によく復習しておいてください。

単位数 /  Credit 2

統計学 (J)

担当者名 /  Instructor 小池 行弘

13453

資料の整理と統計的な分析を、現実の問題解決にあたって運用できる能力を習得する

とりあえずの目標として各統計量を自分で計算ができることを目指します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回目

種々の平均値

平均値 中央値

第2回目

特性値

平均 分散 標準偏差

第3回目

度数分布表

加重平均

第4回目

標準化

Zスコア 偏差値

第5回目

順位

四分位数 百分位数 ローレンツ曲線 ジニ係数

第6回目

相関

正の相関 負の相関 相関係数

第7回目

回帰分析(1)

回帰直線 小2乗法

第8回目

回帰分析(2)

重回帰 決定係数

第9回目

確率変数

確率変数の期待値

第10回目

二項分布

二項係数

第11回目

正規分布

二項分布の正規近似

第12回目

母集団と標本

母平均・母分散の推定

第13回目

区間推定

標本平均

第14回目

検定

帰無仮説 対立仮説 有意水準

第15回目

復習と試験の概要

試験の類題演習

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内で行った演習問題と同程度のもの70 ％

平常点評価 毎回授業の後半に演習問題を出題します30 ％
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指定の教科書はありません

毎時授業ごとにテキストを配布します

高校数学（B,C）の教科書には通常の課程で使用しないページがあり、統計学の解説がコンパクトになされています

シグマ記号に慣れておくと便利ですから、高校数学の「数列」などで確認しておくといいでしょう。

かならずしも必要とはいえませんが、積分にも慣れておくと意味がつかみやすいかも知れません。（ただし授業内で積分の計算はしません）

演習の時間を設けていますので、その時間に質問等には答えられると思います

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

統計学入門 東京大学教養学部／東京大学出版会／978-4-13-042065-5／やや高度な内容で、統

計学の幅広い分野に対応しています

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

 『立命館百年史』の編纂、立命館学園の運営に深くかかわってきた担当者を含む複数の担当者によるリレー式の講義である。学園の創設から

ほぼ今日までの立命館学園の歩みと教学理念、学園が直面する課題が歴史的・問題視的に語られる。

　特になし。

授業にて指示する

単位数 /  Credit 2

日本の近現代と立命館 (GA) § 特殊講義（日本の近現代と立命館） (GA) § ヴィジョン形成特殊講

義（日本の近現代と立命館） (GA)

担当者名 /  Instructor 小関 素明、川口 清史、倉田 玲、篠田 武司、松野 周治、薬師寺 公夫、柳ケ瀬 孝三、山崎

 有恒、吉田 美喜夫

14250

　学園の歴史を通して立命館の教学理念を学び、創造的平和理念や民主主義理念の生成、キャンパス創造の歴史を学習し、学園創造時代に

おける立命館の課題を展望する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

序論：講義の全体概要の説明

　リレー式講義、自校史教育、『立命館百年史』、平和教

育。

第2回

　総長講義

　高等教育、私立大学、未来の立命館。

第3回

　立命館創設前史－西園寺公望と中川小十郎の人物像

を中心に－

　西園寺公望、私塾立命館、中川小十郎、京都法政学

校

第4回

　立命館の黎明と発展－明治後期～大正期－

　産業革命、実学教育、立身出世、大学令。

第5回

　京大事件と立命館

　大学の自由、大学の自治、澤柳事件、滝川事件。

第6回

　ファシズムの時代の立命館

　立命館禁衛隊、国防学、国家総動員法、戦時体制。

第7回

　敗戦後の混乱と学園の再建

　戦後改革、末川博。

第8回

　「立命館民主主義」の創成

　学園復興、逆コース、平和運動、安保闘争。

第9回

　高度経済成長と「大学の大衆化」（1960年代）

－「学園振興基本要綱」と「小集団教育」－

　高度経済成長、大学改革。

第10回

　「大学紛争」と立命館教学（1960年代末から70年代）

－「大学解体」を否定して、さらなる「大学改革」へ－

　学園紛争、学生運動、全共闘。

第11回

　転換期の高等教育政策－「学園創造」時代の始まり－

　公費助成運動、学園規模問題、総合大学化。

第12回

　学びのシステムの新展開－教学の質の向上に向けて

－

　個性と創造性、大学審議会。

第13回

   平和創造と国際平和ミュージアム

　国際化、戦争違法化、国際平和ミュージアム、わだつ

み像、地球市民宣言、APU。

第14回

　民主主義と生涯学習、社会貢献（仮）

　夜間教育、昼夜開講性、社会人教育、情報公開。

第15回

　キャンパス創造史から見た立命館（仮）と授業のまとめ

　学生自治、キャンパス創造、複数大学化　文理融合・

産官学連携キャンパス。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　定期試験が評価の中心となるが、必ず全講義に出席していないと解答できない論述式の問

題を出す。

80 ％
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　歴史に対してして主体的な関心を必要とする授業である。

　また、授業内容の要点をはずさずに理解し、それを的確に文章表現する文章能力が求められる。

　日本近現代史に関する基礎的知識を習得しておくことが望ましい。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 　アンケート感想文の提出を求め、出席を確認することがあり得る。20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

立命館百年史　通史1・2 ／／／

西園寺公望 岩井忠熊／岩波書店／／西園寺公望のハンディーな伝記

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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日本経済についてのマスメディアの報道を見ると、「景気の低迷」「デフレ」「震災の悪影響」「歴史的円高」等々。次代を担う学生の皆さんも一生

懸命勉強して将来の人生を切り開いていこうという元気が出ないのではないでしょうか。確かに経済が長らく不振なのはその通りですが、何がそ

の原因なのか、どうしたらよいのかとなると、明快な処方箋にお目にかかりません。他方、テレビ番組でも、世界に雄飛する元気な会社や個人も

紹介されています。中国など近隣の新興国がどんどん発展して日本が取り残され産業が｢空洞化」する、と言われますが、周りが元気だからこそ

日本経済もそれらの国々と手を携えてやっていけるのです。人口が減って衰退すると言われますが、世界の人口がなお増え続けるときに自国の

人口が減っては困るのでしょうか。この講義は、戦後の日本経済の発展を振り返りながら、悲観論に振れる世の中の論調に批判的な眼を向け、

どうすれば日本の経済社会の将来を切り開いていけるのかを一緒に考えてみるのが狙いです。

特になし。

事前配布されたテキストを読んでくること。

単位数 /  Credit 2

日本経済概説 (S)

担当者名 /  Instructor 古川 彰

11560

第1の目標は、｢日本経済新聞｣をはじめとする新聞の経済記事やNHKニュースなどの経済報道の内容を理解し、それを鵜呑みにしないで批判的

に摂取できる素養を磨くことです。

第2に、これから経済学や社会学などを学んでいく皆さんに、常に理論と現実のつながりを意識して勉強する態度を身につけてもらうことです。ま

た、とくに経済統計に親しみ、データや図表を読み解く訓練をします。

第3に、将来卒業して社会に出てから政府や企業、非営利団体などで政策や経営戦略を立案しようとするときに必要となる経済的考え方や論理

構成を理解し活用する能力を養うことです。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

日本の経済社会は世界からどう評価されているか

日本経済の世界に占める位置と豊かさ；企業の「競争

力」のランキング；世界の発展への貢献度

2～3

日本経済はどのくらい「悪い」のか

日本経済の「成長力」と現実；厳しさの続く雇用情勢；戦

後世界ではじめての「デフレ」；大震災と日本経済

4

戦後の高度成長とはどんなものだったのか

戦後の経済発展；先進国へのキャッチアップ；日本産業

の近代化；出遅れた産業や地域と格差の拡大；高度成

長のひずみと環境破壊

5

戦後の発展を支えたシステム(1)--企業と従業員の長期

的雇用関係

戦後日本の経済システムとは；終身雇用；年功序列賃

金；日本的雇用慣行のメリットとデメリット

6

戦後の発展を支えたシステム(2)--銀行と企業の長期的

取引関係

メインバンク制とは；メインバンク制のメリットとデメリッ

ト；過大な貸し出しによるバブルへの道

7～8

戦後の発展を支えたシステム(3)--日本型システムの経

済理論からの説明

長期安定的な取引慣行；「情報の非対称性」理論；｢逆

選択」と｢モラルハザード」

9

高度成長の終焉と日本経済の対応の遅れ

キャッチアップ型成長から自由競争型発展への転機；二

度の石油危機への政府や産業の対応

10

バブルはなぜ起こったか

バブルを発生させた長期的背景としての戦後経済シス

テム；短期的背景としての海外への配慮と円高の進行；

今では考えられない楽観論と過大な投資；バブル崩壊

による経済の停滞

11～12

世界で 悪となった日本の財政(1)--1990年代からの財

政悪化と財政再建の失敗

1970年代から悪化した日本の財政；バブル崩壊後の財

政の本格的悪化；繰り返された財政再建策の失敗

13

世界で 悪となった日本の財政(2)--人口高齢化と税負

担増の先送りのツケ

財政赤字と政府の借金の現状；人口高齢化で増え続け

る社会保障費；税収では支出の半分もまかなえない財

政構造と増税の先送り；今後の財政再建シナリオ

14

日本の産業・企業の「競争力」低下と産業「空洞化」は本

当か(1)--産業空洞化とは

中国など新興国に流出する日本のものづくり産業；産業

の「空洞化」とは；国際貿易の理論が教える「比較優位」

と「国際分業」；スマイルカーブにみる国際分業

15

日本の産業・企業の「競争力」低下と産業「空洞化」は本

当か(2)--アジア太平洋地域のダイナミックな発展と日本

産業

環太平洋経済のダイナミックな発展と結びつきの強ま

り；グローバル・バリュー・チェーンの形成と日本産業の

役割；日本の得意とするものづくり分野とアーキテクチャ
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＊定期試験として実施 ＊日常点評価

講義中の私語は講義への妨害行為として厳禁し、行為者は学生証番号を記録した上で退室させます。

講義中挙手をして許可を得た上での意見や質問（あるいは講義後でも）を歓迎し、講義の内容改善に貢献する場合には日常点に評価点を加

えます。コミュニケーション・ペーパーや学内メールなどでの意見や質問も同様です。

テキストは特に使用せず、PowerPointによるプレゼンと、配布テキスト（PowerPointファイルをNote形式でプリントしたもの）により行います。配

布資料は原則として１週間前の授業で事前配布するので、必ず読んでくること。配布と同時にコースツールのレジュメ欄に掲載するので、配

布当日欠席者はそこからダウンロードしてください。質問への回答集も同様。

以上は講義全体にかかわる参考書。個々のテーマについては、分野が多岐にわたるため、そのつど提示します。

毎回の講義について、コースツールでコミュニケーション･ペーパーを提出してもらいます。内容は、①前回の講義で分かったこと・意見、②前回

の講義で分からなかったこと・質問、③当日の講義での関心事・学びたいこと、④授業の改善のための提案、⑤その他。①③は必須。受講者が

低限の予習･復習を確実に行ったかどうかを評価するためのものなので、そこをわかるようにしてください。重要な質問には回答集を次回の講

義で配布し、必要な場合は補足説明します。

｢日本経済新聞」などの経済記事に目を通すこと。いくつかの記事を一通り読んだ後で、それぞれの書かれた内容を頭の中で整理してみてくださ

い。

その他は授業時に指示します。

なお、経済社会情勢は日々変化するので、上記の授業スケジュールの変更は当然ありえますし、受講生もコースツールなどで授業テーマについ

ての希望を出してください。希望が多い場合は講義時に相談した上でテーマの変更を行います。 

内閣府HP　http://www.cao.go.jp/（経済財政政策、GDP(国内総生産)などの統計、月例経済報告など、データや経済分析の情報）

日本銀行　http://www.boj.or.jp/（金融政策、金融関係データ、経済分析の論文）

その他、各省庁HP、学内の情報検索システム(特に日経新聞） 

①広範な現代経済問題を限られた時間でこなすため、講義中に十分な説明をすることはできません。事前配布されたテキストを読んでくること、

そして講義後の復習が、内容を理解するための必須条件です。現実の経済制度、政策を学ぶので、多くの経済･経営用語が出てきますが、原則

としてわからない言葉は自分で経済辞典やwebなどで調べるようにしてください。講義に出席するだけで内容を理解することは不可能です。

②講義は必ずしもテキストに書いてあることを忠実に説明するのではなく、現実の政策づくりの裏話など｢横道」にそれることも多い。経済政策決

定現場のリアルな状況を知ることもこの講義の重要な目的と考えます。

③新聞の経済欄には常に目を通すことを心がけてください。

学内メール　aft20007@ec.ritsumei.ac.jp

講師は講義日以外はBKCにおり、授業当日も朱雀キャンパス出の講義のあと衣笠キャンパスに来るため、衣笠キャンパスで会うことは難し

い。また、コースツールは多くの受講生の毎回のペーパーを処理しなければならないため、急ぎの連絡を見落とす恐れがあります。したがっ

て、連絡は原則として学内メールでのやり取りとなることをお許しください。

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験は文章の穴埋め、重要語句の説明、論述問題から成ります。重要な語句の理解度、図表

の読解力、そして、現実の問題の理解と論理的解釈、処方箋の提示などの論述を重視します。

自らの考えと論理的説得力を特に評価します。

70 ％

平常点評価 ①毎回コースツールで提出してもらうコミュニケーション･ペーパーの内容を評価し、標準点は各

回1点として、内容に応じて0.1～2点を評価点とします。仮に講義に欠席した場合でも、当該授

業の箇所をテキストで学んで次回までにコミュニケーション･ペーパーを提出すれば評価対象と

なります。

②講義中講師からの質問に挙手をして回答し、正答した場合、各回１点または２点。

③その他講義時の質問や意見などを評価します。

30 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

有斐閣「経済辞典」（第4版、2002） ／有斐閣／／本講義のみならず経済・経営問題理解のために極めて有益。英文見出

しも充実し、英文の読み書きにも有益。

日本経済読本(第18版、2010) 金森久雄他／東洋経済新報社／4-492-10023-3／日本経済の広範な問題をカバーす

る入門書。

経済財政白書(平成24年版ほか） 内閣府／国立印刷局／／毎年夏に出る。講義で使うわけではないが、経済社会を学

ぶ学生は必携。

OECD対日経済審査報告書2011年版 OECD／明石書店／4-7503-3442-4／国際機関の日本経済分析と政策提言。

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

学生との直接対話／Talk with Students
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拡張項目 
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我々の生活を規律しながら、その実態を把握することが難しい法。その中でも も基本的な法である憲法が、どのような考えの下に作られ、どの

ように働きをしているのかを学んでいく。現実社会で起こる様々な問題に対処できるよう、出来る限り具体的な例を挙げながら、基礎知識と法的

な思考を学ぶ。

特になし

小テストの回数などは、講義の進行速度により調整を行う。

講義では、出来る限りエッセンスを分かりやすく解説しようとするため、詳細な知識や判例などは授業外で補う必要がある。

単位数 /  Credit 2

日本国憲法 (S)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

16243

法についての基本的知識の習得。

憲法についての基本的知識の習得。

憲法的な思考方法の習得。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

法の基本的知識

法、公法、私法、憲法、法と私たちの生活、通説・判例、

多数説、少数説、解釈

2

憲法の基本的知識

近代立憲主義、大日本帝国憲法と日本国憲法、憲法の

構造、憲法の三大原理、基本的人権、統治機構、前

文、違憲審査制

3

天皇

国民主権、天皇、象徴天皇制、国事行為、内閣の助言

と承認

4

戦争の放棄

第9条、平和主義、自衛権、自衛隊、国際紛争を解決す

るための戦争

5

人権１(人権総則)

個人の尊厳、基本的人権、幸福追求権、公共の福祉、

権利・自由と義務

6

人権２(平等)

法の下の平等、差別の禁止、人種差別

7

人権３(思想・良心の自由と信教の自由)

思想・良心と信教、「国家からの自由｣と｢国家による自

由｣、多数者と少数者

8

人権４(表現の自由１）

表現の自由の優越的地位、メディア、知る権利

9

人権５（表現の自由２）

表現の自由と違憲審査制、違憲審査基準、コミュニケー

ション技術の発達と表現の自由

10

人権６(経済的自由と生存権)

経済的自由と福祉国家、封建制、居住移転の自由、財

産権、損失補償、生存権

11

人権７(法の適正手続き)

デュー・プロセス・オブ・ロー

12

統治機構１（三権分立)

三権分立と民主主義、人権

13

統治機構２（国会・内閣・裁判所）

国会、衆議院の優越、内閣、議院内閣制、裁判所、違

憲審査制

14

統治機構３（国会・内閣・裁判所）

裁判所の役割、裁判員制度

15

まとめ：司法、民主主義と憲法の役割

民主主義と人権、多数者と少数者、憲法と私たちの生

活

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的な知識の習得及び基本的な考え方、思考能力を問う。70 ％

平常点評価 基本的な知識の修得を問う小テストなど。　

講義中の応答など。

30 ％
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必要に応じ、講義中に紹介する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

資格試験などを目指す受講生は、この講義で基本的な考え方を身につけ、詳細な知識を学習し、問題演習を行うことを薦める。

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いま日本国憲法は―原点からの検証（第５版） 小林 武　ほか編集／法律文化社／978-4589033529／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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　「どのようにすれば人間は善く生きることができるのか」ということを永遠の根本問題にする倫理学について、その基礎的な知識と考え方を詳細

に説明し、学生諸君の教養豊かな人格の形成に資するつもりである。そのさい各テーマに関連のある西洋美術の名作を多数補足的に用いるこ

とにする。というのも西欧の美術と思想は密接に連関していると思われるからである。ところで、倫理学には新しい分野として応用倫理学もあるけ

れども、本講義ではその根底、あるいはむしろ人間性そのものの根底を研究した、いわゆる伝統的古典的な倫理学（ソクラテス、プラトン、アリス

トテレス、デカルト、カント、ヘーゲル）をまず取り上げ、次にそうした間を埋めるべき哲学者たちに向かう。彼らの論証方法を検討することによって

人間にとって根本的な思考のあり方とはいかなるものか、理論の構築術とはどうあるべきか、を概説する。

　疑問が生じたときが勉強の機会。私に直接質問してくれてもよいが、大学図書館に直行して自ら調べることが一番だと思う。

単位数 /  Credit 2

人間性と倫理 (S)

担当者名 /  Instructor 門屋 秀一

16237

　善悪の区別にもとづいた実践としての倫理は大学生諸君にとってもうすでに習得ずみの事柄であるから、大学教育であらためて徳育を行おうと

は思わない。これに対して、学問としての倫理学とはこれまで諸君が体得している道徳的事実を整理し、秩序付け、体系化することである。自分

の過去の経験を踏まえて、卓越した倫理学者たちの学説を学ぶことによって、揺るぎない自己の人格を確立すれば、将来の実社会において倫

理的、道義的にさほど間違った轍を踏むことは決してないであろう。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

倫理学の始まり

ソクラテス、「～とは」の問い、無知の知

2

社会的正義と道徳的正義

ソクラテス裁判、正義と報復

3

道徳の根底にある愛

プラトン、神聖愛と世俗愛、知への愛

4

感覚の否定と道徳

プラトン、五感、イデア

5

道徳的国家における芸術の否定

プラトン、芸術模倣論、詩人追放論

6

実践の原理による道徳と政治

アリストテレス、理論、実践、制作

7

幸福としての善

アリストテレス、善く生きる、善くなす、幸福である

8

幸福になるための中庸の徳

アリストテレス、状態としての徳

9

中庸の徳としての勇気、節制、正義

アリストテレス、是正的正義、配分的正義

10

脳死の基礎としてのコギト

生命倫理学、デカルト、「我思う、ゆえに我あり」

11

善意志としての善

カント、アリストテレスの幸福主義とカントの意志主義、

厳格主義、適法性と道徳性

12

道徳法則と定言命法

カント、善意志と根源悪、定言命法と仮言命法、シラー

による厳格主義批判

13

道徳性に対する人倫性

ヘーゲル、法の哲学と倫理学、道徳的意志から人倫的

意志へ、客観的精神

14

秩序なき社会での処世術

ヘレニズムの哲学四派、ディオゲネス、コスモポリタニズ

ム、懐疑論

15

近代功利主義と快楽

ベンサム、ミル、ヘレニズムの哲学四派、エピクロス、ゼ

ノン、ストア派

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述式。持ち込みは不可。試験前にある程度の情報は開示。50 ％
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試験点、平常点の割合は若干調整する場合がある。追加点希望者は講義 終日までに、講義に関連したテーマで小レポート（約２０００字）

を提出のこと。

第13講まで毎回使用。購入必須。

専門分野の知識の習得だけに偏らず、大学生として幅広い教養を身につけていただきたい。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 出席用件を満たした上で、毎回時間内に書いて提出する日常的な小レポートを提出した場合の

み成績評価の対象とし、単に出席の痕跡を残しただけの、所謂「出席点」の場合、加点は一切

行わないので注意するように。二次元バーコード（QRコード）持参のこと。

50 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

絵画で綴る哲学と倫理学 門屋秀一／晃洋書房／9784771020788／必須

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

形而上学の克服 シュヴァイドラー著・門屋他訳／晃洋書房／4771016585／購入必須ではない

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　東アジアは英語でEast Asiaであり、欧米人がつくった言葉である。つまり、当事者である東アジアと呼ばれる場所に生活する人々がつくった言

葉ではない。つまり、当事者ではない外部の人間が何らかの都合でつくったことばが東アジアということになる。しかしながら、今日の東アジア

（国家レベルでは、中国、朝鮮民主主義人民共和国、韓国、日本など）は、政治上の問題があったとしても、一衣帯水の関係にあるといえる。こ

れは、前近代において中国を中心とした冊封関係のときから連続していると考えることもできる。

　本講義においては、東アジアというマクロなレベルで朝鮮半島をとらえ、まず、前近代における朝鮮半島の歴史状況、次に、近代から現代まで

の朝鮮半島の歴史、社会状況について考察する。前近代においては中国との関係、近代から現代においてはそれに加えて日本との関係を重点

的に考えることにする。これを通して、東アジアにおける朝鮮半島と日本列島についての基本的理解が達成できると考えられる。

　基礎教養としては、歴史学関連科目、特に、日本史、中国史、朝鮮史などのアジアの歴史についての科目。また、授業内容には社会史が含ま

れているので、研究方法としては「文化人類学入門」を履修しておくことが望ましいが、この科目の履修後でも構わない。

　基本的には教科書を読むことで授業理解を深めることができる。これに加えて、授業中に紹介する参考書を読むと、理解は更に深まる。

単位数 /  Credit 2

東アジアと朝鮮半島 (S)

担当者名 /  Instructor 原尻 英樹

16191

　（１）東アジアとは何かについて歴史的に理解すること

　（２）東アジアのなかの朝鮮半島の意味について理解すること

　（３）近現代における朝鮮半島と日本との関係について理解すること

　（４）マスコミ報道に流されない基本的教養を身につけること

　（５）東アジアについて語れるようになれること

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

 東アジアとはどこなのか？

オリエンタリズム、地政学的位置、冊封関係、アジアと

太平洋

２

朝鮮王朝時代の国家と政治

王権、儒教、冊封関係

３

近世の日本と朝鮮

侵略、和解、善隣

４

豊臣秀吉の朝鮮侵略その１

オリエントとオクシデント、世界史のなかの日本史

５

豊臣秀吉の朝鮮侵略その２

オリエントとオクシデント、世界史のなかの日本史

６

近代世界における朝鮮半島からの移動

前近代、近代、大量移民

７

１９４５年以前の在日朝鮮人社会

サバイバル、適応、差別

８

戦時下朝鮮の労務動員

強制連行、陸軍慰安婦

９

植民地朝鮮に暮らした日本人

外地と内地、日本人町

１０

日本での定着過程：故郷の離れ方と異国での適応

文化の流用、適応力

１１

サッカーの大衆化過程からみる韓国の「民族」・「国民」形

成

国民国家、スポーツの政治性

１２

嫌韓流からみる日本社会

朝鮮蔑視観、他者排除の論理

１３

多文化的状況の韓国と日本その１

多文化主義、多文化共生、ネットワーク

１４

多文化的状況の韓国と日本その２

多文化主義、多文化共生、ネットワーク

１５

基層文化の共有とローカル化

朝鮮半島、理解
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＜hharajiri@yahoo.co.jp＞までにメールで連絡。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度とそれに基づいた論理的な個人的見解60 ％

平常点評価 中間試験をする（３０％）。また、抜き打ちのリアクション・ペーパーを数度して、出席点とする

（１０％）

40 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

日本と朝鮮　比較・交流史入門：近世、近代そし

て現代

原尻・六反田・外村編／明石書店／978-4-7503-3508-7／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

美や芸術という、普段もっぱら感性的にとらえ、享受しているものを学問的対象として考察し、論ずるなら、どのような論理的アプローチが可能で

あろうか？

当科目は、まず古代ギリシアを起源とする西洋美術を研究対象とした美学や美術史学の基本的な問題意識と概念、および方法論から始める。

次に19世紀半ばから20世紀半ばまでの芸術を論じたモダニズム理論を検証し、さらに私たちと同じこの時代に生み出されている現代アートが置

かれている状況や、現代アートがなにをどのように表現しているのかを考察していく。

また、芸術／非芸術の区分を超えた視覚文化という広い視野のもとで「美」や「芸術」という概念をとらえなおしたり、「イメージを見る」ということが

文化や社会の中でどのように機能しているかを問う視点にも議論を進める。

特にありません

授業で提示する作品の多くはインターネット上で検索して見ることができるので、参考文献と併せて授業の復習に役立てましょう。

授業内容に関連した展覧会があれば紹介し、自主的な美術展見学や作品鑑賞を推奨します。

単位数 /  Credit 2

美と芸術の論理 (S)

担当者名 /  Instructor 竹中 悠美

13509

美術の歴史と様々な芸術論の基礎的知識を習得し、それを足がかりとして美や芸術について自分で考え、言葉にしていく力を身につけることを

目標とする。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

様式論(1)  　※出席点10点の出席調査あり。

中世キリスト教美術、ルネサンス

（授業内容、進行予定、および成績評価方法について

の説明。プリント配付。）

2

様式論(2)

古代ギリシア、ロココとロマン主義

3

様式論(3)

ルネサンスとバロック

4

意味論(1)

イコノグラフィーとイコノロジー

5

意味論(2)　　　　　※レポート用紙＋課題配布　

マニエリスムとネーデルラント絵画

6

モダニズム論(1)　　※レポート用紙＋課題配布／レポー

ト提出受付

リアリズムと印象主義

7

モダニズム論(2)　　※レポート提出締切

表現主義と抽象芸術

8

モダニズム論(3)

フォーマリズムと純粋視覚性

9

レポート講評と中間期のまとめ

10

視覚論(1)

近代の視覚性

11

視覚論(2)

写真の視覚性

12

視覚論(3)

視線の政治学

13

視覚文化論(1)

アートのグローバリゼーション

14

視覚文化論(2)

現代アートとサブカルチャー

15

60分間の確認テスト＋残り約30分間でテスト問題につい

ての解説
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初回の授業のみ出席を取り、出席点を与えますが、それ以後は一切、出席は取りません。

初回の授業を欠席し、中間期のレポートを提出しなかった場合、 終授業日のテストを受験しても単位は得られません。

教科書はありません

その他の参考文献は、配付資料と授業内で提示します。

以上、シラバスをよく読み、授業の方針や評価方法を納得した上で受講登録してください。

授業中に提示する作品画像は毎回50点以上ありますが、授業への出席を重視した評価を行うため、配付資料やホームページでの公開は行って

いません。授業中は作品画像を見ながら素速くメモを取っていく集中力が必要となりますし、出席していても聞き逃した部分は遠慮なく質問してく

ださい。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 (1）1回目の授業のみ出席点10点。

(2）7回目の授業を提出締切とするレポート40点満点。

5回目と6回目の授業でレポート課題が記載されたレポート用紙を配布する。そのレポート用紙

に自筆で書きこんだレポート（ワープロ使用不可、コピーや貼り付け不可）を6回目ないしは7回

目の授業で提出。

授業内容の理解度と論述における合理性及び独自性、加えて情報収集力を評価する。

(3）15回目に行う授業内テスト50点満点。

選択問題と記述問題によって、授業内容の理解度と論述における合理性及び独自性を見る。

予め授業中に配布するテスト持込用紙1枚のみ参照可。これは答案用紙と一緒に提出するこ

と。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

美学と現代美術の距離 金悠美／東信堂／／

アートを学ぼう 大森淳史、岡林洋、川田都樹子編／ランダムハウス講談社／／

カラー版 西洋美術史 高階秀爾監修／美術出版社／／

カラー版 20世紀美術史 末永照和監修／美術出版社／／

ヴィジュアル・カルチャー入門 ジョン・Ａ・ウォーカー／サラ・チャップリン／晃洋書房／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　文学（作品）は、人間の内面の葛藤が社会のさまざまな断面・現象を踏まえて描かれている。本科目は、作品鑑賞を中心に、作者が生きた時代

社会と作品との関係を解明することを目標とする。すでに読んだことのある作品でも、文学作品が生まれた場、社会的背景を意識して読み解い

ていくと、新たな一面が発見できるはずである。できるだけ主要な作品を取り上げることで、日本近現代文学の基本的な流れも理解できるように

留意したい。

単位数 /  Credit 2

文学と社会 (S)

担当者名 /  Instructor 橋本 正志

16264

1.作品を読解し、作品の主題を考察することができる。

2.作品が生まれた社会を視野に入れ、その中で作品を位置づけることができる。

3.日本近現代文学史の基本的事項を理解することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

導入　文学と社会について

授業の概要、進め方、評価方法などの説明

第２回

明治の文学（１）　福沢諭吉『学問ノスヽメ』（明５～９）、

「脱亜論」（明18）

啓蒙文学、実学、対アジア認識

第３回

明治の文学（２）　坪内逍遙『小説神髄』（明18～19）

江戸戯作、近代小説、写実主義

第４回

明治の文学（３）　二葉亭四迷「小説総論」（明19）、『浮

雲』（明20～22）、国木田独歩『武蔵野』（明34）

言文一致、内面・風景の発見

第５回

明治の文学（４）　田山花袋「蒲団」（明40）、石川啄木「性

急な思想」（明43）

自然主義、私小説、日清・日露戦争、大逆事件

第６回

大正の文学（１）　志賀直哉「清兵衛と瓢箪」（大２）、「池

の縁」（昭13）

白樺派、新しき村、足尾銅山鉱毒事件

第７回

大正の文学（２）　夏目漱石「現代日本の開化」（明44）、

「こゝろ」（大３）①

反自然主義、文明批評、外発的・内発的

第８回

大正の文学（３）　夏目漱石「こゝろ」（大３）②、「私の個人

主義」（大３）

エゴイズム、自己本位、「こゝろ」論争

第９回

大正の文学（４）　有島武郎「宣言一つ」（大11）、葉山嘉

樹「海に生くる人々」（大15）

関東大震災、社会主義、プロレタリア文学

第10回

昭和の文学（１）　芥川龍之介「蜃気楼」（昭２）、横光利一

「頭ならびに腹」（昭２）、小林多喜二「蟹工船」（昭４）

新感覚派、言論統制、伏せ字、「政治と文学」論争

第11回

昭和の文学（２）　中野重治「村の家」（昭10）、火野葦平

「麦と兵隊」（昭13）、石川達三「生きてゐる兵隊」（昭13）

転向文学、文芸復興、日本浪曼派、国策文学

第12回

昭和の文学（３）　中島敦「山月記」（昭17）、「章魚木の下

で」（昭17、遺稿）

「人虎伝」、語り、戦時下、芸術的抵抗派

第13回

昭和の文学（４）　開高健「ベトナム戦記」（昭40）、「輝ける

闇」（昭43）、「夏の闇」（昭47）

ベトナム戦争、従軍記者、ルポルタージュ

第14回

昭和の文学（５）　村上春樹「中国行きのスロウ・ボート」

（昭55）、「ねじまき鳥クロニクル」（平４～７）

喪失感、システム、中国表象、戦争の記憶

第15回

総括　作品の〈読み〉と社会

目標到達度の確認と今後の課題
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毎回資料を配付する。

授業中に適宜紹介する。

事前に作品を読み、自らの問題意識を整理してから講義に出席することを望む。

近代デジタルライブラリー（国立国会図書館）

http://kindai.ndl.go.jp/index.html

　この授業は取り上げる作品と時代社会との関わりのあり方を受講者が主体的に浮かび上がらせていく作業の時間でもある。受け身にならず、

自ら考えて取り組む姿勢が重要である。

メールを利用してください。

mht26148@pl.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　論述形式で行う。持ち込み不可。授業で取り上げた各作品に関するキーワードを提示するの

で、それらを適切に用いて自らの意見を独創的かつ論理的に展開できたかどうかを評価する。

80 ％

平常点評価 　随時、その授業の内容に関する小レポートを課す。時間内に取り組み、提出を求める。独創

性や理解度に応じて３段階で評価する。

20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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文化人類学の基本的考え方をその学説史を中心にして講義するとともに、文化人類学によって始められたフィールドワークの実践を、具体的な

調査を基にして検討する。

本授業は一回生前期の授業なので、あらかじめとっておくべき授業はない。

　しかしながら、「文化人類学入門」を履修した後、（あるいは履修する前でも可能であるが）文化人類学に関心のある学生ならば、「文化人類

学」、「比較文化論」、及び「エスニシティ論」を履修することをすすめる。以上、四つの授業科目を履修することで、文化人類学についての知識・

考え方を修得できる。

教科書の読書を基本として、その延長上に参考書等の読書がある。

単位数 /  Credit 2

文化人類学入門 (SA)

担当者名 /  Instructor 原尻 英樹

13627

目標は三本柱である。

（１）初期導入教育として、大学での学問の取り組み方についての理解とそのスキルへの自覚。

（２）文化人類学を中心とした社会科学の考え方の基礎を獲得すること。

（３）フィールドワーク実践の動機づけとその方法についての理解獲得。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

現代社会が必要とする人間と大学の役割

コミュニケーション力、フィールドワーク、学問

2

文化人類学の世界

文化人類学、 先端研究、異文化理解

3

人種主義との対決

単系進化、多系進化、人種

4

アメリカ文化人類学

文化相対主義、ボアズ、全体的アプローチ

5

構造主義以前の文化人類学

政治性、実証主義、経験主義

6

教育人類学と心理人類学

文化化、異文化間教育

7

イギリス社会人類学

 比較社会学、社会構造、フィールドワーク

8

構造主義の考え方とその系譜(1)

関係性、全体性、交換性

9

構造主義の考え方とその系譜(2)

関係性、全体性、交換性

10

構造主義以後の文化人類学

ハビトゥス、生態心理学、グローバリゼーション

11

フィールドワークとは何か

コミュニケーション力、主観と客観そして観

12

フィールドワークの方法

民族誌、マリノフスキー、異文化理解

13

フィールドワーク教育の事例(1)

フィールドワークの実践とその効果、自己理解と他者理

解、社会性の獲得

14

フィールドワーク教育の事例(2)

フィールドワークの実践とその効果、自己理解と他者理

解、社会性の獲得

15

文化人類学の学問的役割

他者理解、倫理、実践

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書の内容理解と講義内容理解を尺度とした客観テストと論述テスト60 ％
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参考書については授業時に、随時紹介する。

　「文化人類学入門」を履修した後、（あるいは履修する前でも可能であるが）文化人類学に関心のある学生ならば、「文化人類学」、「比較文化

論」、及び「エスニシティ論」を履修することをすすめる。以上、四つの授業科目を履修することで、文化人類学についての知識・考え方を修得でき

る。

この授業で、大学の学問に目覚められるようにします。質問は、メールでも、そして個別でも受け付けます。

「求めよさらば与えられん」です。

Ｅメール及び個人面談（オフィスアワーについては授業中に指示する）

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 教科書の内容理解と講義内容理解を尺度とした客観テスト（日付は学生に通達する）

　出席点（日付等を決めずに、時折実施する） 

40 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

フィールドワーク教育入門 原尻英樹／玉川大学出版部／4-472-40329-3／

文化人類学の方法と歴史  原尻英樹 ／新幹社／ISBN978-4-88400-009-7／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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文化人類学の基本的考え方をその学説史を中心にして講義するとともに、文化人類学によって始められたフィールドワークの実践を、具体的な

調査を基にして検討する。

  本授業は一回生前期の授業なので、あらかじめとっておくべき授業はない。

　しかしながら、「文化人類学入門」を履修した後、（あるいは履修する前でも可能であるが）文化人類学に関心のある学生ならば、「文化人類

学」、「比較文化論」、及び「エスニシティ論」を履修することをすすめる。以上、四つの授業科目を履修することで、文化人類学についての知識・

考え方を修得できる。

教科書の読書を基本として、その延長上に参考書等の読書がある。

単位数 /  Credit 2

文化人類学入門 (SB)

担当者名 /  Instructor 原尻 英樹

13560

　目標は三本柱である。

（１）初期導入教育として、大学での学問の取り組み方についての理解とそのスキルへの自覚。

（２）文化人類学を中心とした社会科学の考え方の基礎を獲得すること。

（３）フィールドワーク実践の動機づけとその方法についての理解獲得。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

現代社会が必要とする人間と大学の役割

コミュニケーション力、フィールドワーク、学問

2

文化人類学の世界

文化人類学、 先端研究、異文化理解

3

人種主義との対決

単系進化、多系進化、人種

4

アメリカ文化人類学

文化相対主義、ボアズ、全体的アプローチ

5

構造主義以前の文化人類学

政治性、実証主義、経験主義

6

教育人類学と心理人類学

文化化、異文化間教育

7

イギリス社会人類学

比較社会学、社会構造、フィールドワーク

8

構造主義の考え方とその系譜(1)

関係性、全体性、交換性

9

構造主義の考え方とその系譜(2)

関係性、全体性、交換性

10

構造主義以後の文化人類学

ハビトゥス、生態心理学、グローバリゼーション

11

フィールドワークとは何か

コミュニケーション力、主観と客観そして観

12

フィールドワークの方法

民族誌、マリノフスキー、異文化理解

13

フィールドワーク教育の事例(1)

フィールドワークの実践とその効果、自己理解と他者理

解、社会性の獲得

14

フィールドワーク教育の事例(2)

フィールドワークの実践とその効果、自己理解と他者理

解、社会性の獲得

15

文化人類学の学問的役割

他者理解、倫理、実践

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書の内容理解と講義内容理解を尺度とした客観テストと論述テスト60 ％
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参考書については授業時に、随時紹介する。

　「文化人類学入門」を履修した後、（あるいは履修する前でも可能であるが）文化人類学に関心のある学生ならば、「文化人類学」、「比較文化

論」、及び「エスニシティ論」を履修することをすすめる。以上、四つの授業科目を履修することで、文化人類学についての知識・考え方を修得でき

る。

この授業で、大学の学問に目覚められるようにします。質問は、メールでも、そして個別でも受け付けます。

　「求めよさらば与えられん」です。

Ｅメール及び個人面談（オフィスアワーについては授業中に指示する）

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 教科書の内容理解と講義内容理解を尺度とした客観テスト（日付は学生に通達する）

　出席点（日付等を決めずに、時折実施する） 

40 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

フィールドワーク教育入門  原尻英樹 ／玉川大学出版部／4-472-40329-3／

文化人類学の方法と歴史 原尻英樹／新幹社／ISBN978-4-88400-009-7／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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　この科目は受講生に対する知識の注入をおよそ目的としていない。教育とは知識の注入ではない。教育とは自らの生き方・世界観を絶えず吟

味し変革していくプロセスであり、教師はその産婆である。この講義は学生諸君が自ら化学反応を起こすための触媒である。この講義が学生諸

君の世界認識・自己変革の手助けとなることを切に願っている。また、学問とは常識批判である。学生諸君の「先入観を裏切る」講義をめざして

いる。

　この科目は国際関係学部の２回生以上を対象とする平和学講義である。平和に関する思想は古くからあり、また哲学、政治学、法学などの諸

学問が平和について考察することも古くからあるが、他の学問から区別される固有の学問として平和学が始まったのは1950年代の冷戦期であ

る。平和学とは「戦争の原因と平和の条件を探究する学問」であるといわれる。平和学は米ソ核戦争による世界の破滅を防ぐための知的営為と

して始まった。1950年代に他の学問から区別される固有の学問として始まったとはいえ、平和学はさまざまな学問的方法を使う学際性を特徴とし

ている。

　平和学は知識を獲得して終わる学問ではない。平和学とは、自分自身の生き方を変革し、世界を平和的に変革するプロジェクトである。この科

目の履修を終えた学生諸君が、このプロジェクトに参加することを切望している。平和学が発展するばかりで、世界が平和にならないのでは意味

がない。世界の暴力を少しずつ克服するために、この科目が何らかの役に立つならば、担当者としてうれしく思う。

単位数 /  Credit 2

平和学入門 (GA) § 立命館で平和を学ぶ (GA)

担当者名 /  Instructor 君島 東彦

13704

・ 第２次世界大戦、アジア太平洋戦争（15年戦争）が提起する諸問題──総力戦体制、学徒出陣、アウシュヴィッツ、ヒロシマ・ナガサキ、シベリ

ア抑留等々──を理解している。

・ 戦争と芸術と平和の関係について理解している。

・ 平和学の特徴・現状について理解している。

・ 日本国憲法９条について理解している。

・ ミリタリー・軍隊の任務をシビリアンあるいはNGOで置き換えるという方向性について理解している。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

3/11の平和学──3/11に平和学はどのように応答する

か

戦争と大学──戦没学生記念像＜わだつみのこえ＞か

ら考える（１）

田中正造の平和思想の復権、ミリタリーの変革とNGO

の可能性

日本戦没学生記念会編『きけ わだつみのこえ』

戦没学生記念像＜わだつみのこえ＞の軌跡、「８人兄

弟」はどこにいるか？

高野悦子『二十歳の原点』

立命館大学の戦争協力（国防学講座、国防学研究所、

石原莞爾の教授・所長就任）

文部省映画＜学徒出陣＞（1943年）、映画＜きけ、わだ

つみの声＞（1950年、1995年）

第2回

戦争と大学──戦没学生記念像＜わだつみのこえ＞か

ら考える（２）

わだつみのこえをいかに聴くか、木村久夫の遺書

総力戦体制論

第3回

平和博物館の役割

戦争博物館と平和博物館

広島平和記念資料館、長崎原爆資料館、沖縄県平和

祈念資料館、ひめゆり平和祈念資料館、岡まさはる記

念長崎平和資料館

大阪国際平和センター（ピースおおさか）、立命館大学

国際平和ミュージアム、第五福竜丸展示館

靖国神社遊就館

ホロコースト・メモリアル・ミュージアム（ワシントンDC）

第4回

ヒロシマ・ナガサキをもたらしたもの、ヒロシマ・ナガサキ

がもたらしたもの（１）

マンハッタン・プロジェクト、

戦略爆撃、無差別爆撃

第5回

ヒロシマ・ナガサキをもたらしたもの、ヒロシマ・ナガサキ

がもたらしたもの（２）

運命共同体としての人類、世界政府論、世界連邦運動

核兵器開発競争、核軍拡競争

日本政府による核武装の模索

核抑止論

第6回

ヒロシマ・ナガサキをもたらしたもの、ヒロシマ・ナガサキ

がもたらしたもの（３）

芸術家にとってヒロシマ・ナガサキとは何であったか

ヒロシマ・ナガサキをどう思想化するか

ヒロシマ・ナガサキをどのように教えるか

第7回

ヒロシマ・ナガサキをもたらしたもの、ヒロシマ・ナガサキ

がもたらしたもの（４）

核兵器廃絶をめざす動き、反核運動

「原子力の平和利用」と潜在的核保有
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第１回の授業のときに配布する詳細なシラバスに、毎回予習すべき内容が書かれているので、それにしたがって予習してほしい。

また、シラバスに数多くの参考書を挙げているので、授業をひとつのきっかけとして主体的に学びを深めてほしい。

毎回の授業は、わたしのレクチャーとグループ・ディスカッション（10分程度）から成る。

レクチャー中の私語は厳禁する。私語がひどい場合は、学期の途中で当該学生の受講を禁止することがある。

グループ・ディスカッションでは活発な議論を期待する。また授業後、毎回、コミュニケーション・ペーパーを提出してもらう。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

第8回

シベリア抑留とは何だったのか（１）

シベリア抑留の前提・前段階としての満州事変、日中戦

争

高杉一郎、香月泰男、石原吉郎、内村剛介

第9回

シベリア抑留とは何だったのか（２）

抑留帰還者の運動、シベリア特措法（2010年）

より大きな構図としての収容所群島

20世紀の特徴としての強制収容所（ナチスドイツ、ソ連、

米国など）

第10回

戦争と芸術家と平和──その諸相

総力戦体制下の芸術家

芸術家の戦争批判

芸術のパトロンという問題

第11回

平和学の誕生と現状

世界初の平和学の授業（米国インディアナ州マンチェス

ター・カレッジ、1948年）

オスロ平和研究所（1959年）

国際平和研究学会の設立（1964年）

日本平和学会（1973年）

日本初の平和学の授業（四国学院大学、岡本三夫氏、

1976年）

第12回

多面体としての憲法9条

さまざまな側面を持つ憲法９条

ワシントン、大日本帝国、日本国民、沖縄、東アジア、地

球市民社会から９条を見る

このようにして初めて憲法９条の全体像がわかる

第13回

ミリタリーからシビリアンへ、軍隊からNGOへ（１）

いまミリタリーが行なっている任務をシビリアンあるいは

NGOの任務に置き換えていくことが課題

ミリタリーの９つの機能

第14回

ミリタリーからシビリアンへ、軍隊からNGOへ（２）

NGOはいかにして平和をつくるか

第15回

ノーベル平和賞について

ノーベル平和賞の原点、100年におよぶ軌跡、現状

君島もノーベル平和賞を毎年ノミネートしている、これま

で誰をノミネートしてきたか

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 15回の授業全体の理解をはかるレポート課題を出す。30 ％

平常点評価 　毎回授業中にグループ・ディスカッションを行なう。出席、グループ・ディスカッションにおける

貢献度、平常点レポート2回の合計を平常点とする。

　授業中の私語は他の受講生の学習権の侵害である。私語は厳禁する。私語がひどい場合

は、学期の途中で当該学生の受講を禁止することもありうる。

70 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

平和学を学ぶ人のために 君島東彦編／世界思想社／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新版　きけ わだつみのこえ 日本戦没学生記念会編／岩波文庫／／

「わだつみのこえ」を聴く──戦争責任と人間の

罪との間

五十嵐顕／青木書店／／

日本戦没学生の思想──わだつみのこえを聴く 岡田裕之／法政大学出版局／／

総力戦と現代化 山之内靖ほか／柏書房／／

「戦争体験」の戦後史 福間良明／中公新書／／

訪ねてみよう戦争を学ぶミュージアム／メモリア

ル

［記憶と表現］研究会／岩波ジュニア新書／／
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原子爆弾の誕生（上・下） リチャード・ローズ著／神沼二真・渋谷泰一訳／紀伊國屋書店／／

オッペンハイマー──「原爆の父」と呼ばれた男

の栄光と悲劇（上・下）

カイ・バード＆マーティン・シャーウィン著／河邉俊彦訳／PHP研究所／／

原爆を投下するまで日本を降伏させるな 鳥居民／草思社文庫／／

新訂版　戦略爆撃の思想──ゲルニカ、重慶、

広島

前田哲男／凱風社／／

湯川秀樹とアインシュタイン──戦争と科学の

世紀を生きた科学者の平和思想

田中正／岩波書店／／

"核”を求めた日本──被爆国の知られざる真

実

「NHKスペシャル」取材班／光文社／／

原発とヒロシマ──「原子力平和利用」の真相 田中利幸／ピーター・カズニック／岩波ブックレット／／

ヒバクシャ・シネマ──日本映画における広島・

長崎と核のイメージ

ミック・ブロデリック編著／現代書館／／

ナガサキから平和学する！ 高橋眞司・舟越耿一編／法律文化社／／

原爆体験の思想化──反原爆論集１ 石田忠／未来社／／

核兵器使用の違法性──国際司法裁判所の勧

告的意見

ジョン・バローズ著／浦田賢治監訳／早稲田大学比較法研究所／／

地球の生き残り──解説・モデル核兵器条約 メラフ・ダータン／フェリシティ・ヒル／ユルゲン・シェフラン／アラン・ウェア著／浦田賢

治編訳／日本評論社／／

イアブック核軍縮・平和　2011 梅林宏道監修／高文研／／

シベリア抑留とは何だったのか──詩人・石原

吉郎のみちのり

畑谷史代／岩波ジュニア新書／／

シベリア抑留──未完の悲劇 栗原俊雄／岩波新書／／

極光のかげに──シベリア俘虜記 高杉一郎／岩波文庫／／

シベリア鎮魂歌──香月泰男の世界 立花隆／文藝春秋／／

香月泰男シベリア画文集 山口県立美術館監修／中国新聞社／／

シベリア抑留と戦後日本──帰還者たちの闘い 長澤淑夫／有志舎／／

グラーグ──ソ連集中収容所の歴史 アン・アプルボーム著／川上洸訳／白水社／／

収容所群島１─６ ソルジェニーツィン作／木村浩訳／新潮社／／

ホモ・サケル──主権権力と剝き出しの生 ジョルジョ・アガンベン著／高桑和巳訳／以文社／／

芸術と平和（平和研究第29号） 日本平和学会編／早稲田大学出版部／／

文学報国会の時代 吉野孝雄／河出書房新社／／

戦争と美術 司修／岩波新書／／

音楽を動員せよ──統制と娯楽の十五年戦争 戸ノ下達也／青弓社／／

総力戦と音楽文化──音と声の戦争 戸ノ下達也／長木誠司編著／青弓社／／

パブロ・カザルス　鳥の歌 ジュリアン・ロイド・ウェッバー編／池田香代子訳／ちくま文庫／／

芸術のパトロンたち 高階秀爾／岩波新書／／

平和学のすすめ──その歴史・現状及び課題 斎藤哲夫・関寛治・山下健次編／法律文化社／／

構造的暴力と平和 ヨハン・ガルトゥング／中央大学出版部／／

軍事学入門 防衛大学校・防衛学研究会編／かや書房／／

文民統制──自衛隊はどこへ行くのか 纐纈厚／岩波書店／／

米軍再編の政治学──駐留米軍と海外基地の

ゆくえ

ケント・Ｅ・カルダー著／武井揚一訳／日本経済新聞出版社／／

帝国解体──アメリカ 後の選択 チャルマーズ・ジョンソン著／雨宮和子訳／岩波書店／／

戦争放棄と平和的生存権 深瀬忠一／岩波書店／／

市民的不服従 寺島俊穂／風行社／／

人道的介入 上敏樹／岩波新書／／

非武装のPKO──NGO非暴力平和隊の理念と

活動

君島東彦編著／明石書店／／

戦争における「人殺し」の心理学 デーヴ・グロスマン／ちくま学芸文庫／／
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第１回の授業のときに、20ページにおよぶ詳細なシラバスを配布する。このシラバスに、さらに多くの参考書が挙げてあるので、これも参照し

てほしい。

第１回の授業のときに配布する詳細なシラバスに、参考になるウェブサイトが挙げてあるので、参照してほしい。

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

「戦争」の心理学──人間における戦闘のメカニ

ズム

デーヴ・グロスマン＆ローレン・W・クリステンセン／二見書房／／

平和憲法の確保と新生 深瀬忠一・上田勝美・稲正樹・水島朝穂編著／北海道大学出版会／／

NGOから見る国際関係──グローバル市民社

会への視座

毛利聡子／法律文化社／／

The Nobel Peace Prize:  What Nobel Really 

Wanted

Fredrik S. Heffermehl／Praeger／／

田中正造文集（１・２） 田中正造／岩波文庫／／

真の文明は人を殺さず 小松裕／小学館／／

田中正造と民衆思想の継承 花崎 皋平／七つ森書館／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　この講義では、平和学の学問的形成過程を見ていく中から、その時代状況に応じて、「平和」概念の広がりをみていくこととする。

　平和学は、学際的な学問であり、平和学の全貌をお伝えすることはできないが、平和学の「ものの考え方」を体得することのできるように、その

時々のトピックを中心に取りあげながら、自らの考える「平和」とは何かを考える手がかりを提供したい。

　「平和」は、お題目のように唱えているだけでは実現しない。自らが主体的に「平和」の担い手（つくり手）になることによってのみ、実現されるこ

とを理解し、このことの意味を考えながら、他者や他文化理解を深めると同時に、自分の考え方を一方的に押しつけるのではなく、お互いの考え

方を聞き、ともに支え合って生きることの重要性を、一緒に考えてみよう。

「戦争の歴史と現在」（産業社会学部、文学部）で、平和を阻害する要因としての「直接的暴力」に関わる講義を行うので、あわせて履修しておくこ

と。

講義で指示されたテキストの該当箇所を事前・事後に読んでくること

平常点レポートとして課すレポートに取り組むこと

新聞・ニュース・インターネットで流されてくる情報を注意深く見る習慣を身につけること

単位数 /  Credit 2

平和学入門 (GB) § 立命館で平和を学ぶ (GB)

担当者名 /  Instructor 池尾 靖志

16383

１）立命館大学において、「平和」という概念を軸に大学で学ぶとはどういうことか、各自のイメージを豊かなものにすることができる。

２）平和学の学問的発展プロセスをフォローすることによって、今日のグローバル社会の構造を理解し、社会的な矛盾を解決するための手がかり

をつかむことができる。

３）マスコミの伝える情報にのみこまれるのではなく、主体的に情報を取捨選択し、自らが「平和」をつくり出す担い手になることができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

平和学とは何か

平和学の学際的性格、立命館国際平和ミュージアム

2

「平和」を展示する試み：立命館国際平和ミュージアムに

おける世界報道写真展

戦争、平和、フォトジャーナリズム

3

直接的暴力（１）：原子力の「平和利用」と「軍事利用」

核兵器の被害、ヒロシマ・ナガサキ、フクシマ

4

直接的暴力（２）：核のない世界へ

NPTレジーム、第２トラック外交、平和市長会議

5

直接的暴力（３）：小型武器

小型武器、子ども兵、クラスター爆弾、対人地雷禁止条

約

6

構造的暴力（１）：南北問題

南北問題

7

構造的暴力（２）：累積債務問題と構造調整政策

構造調整政策、累積債務問題、IMF、GATT、WTO

8

構造的暴力（３）：グローバル化のひずみ

グローバル化、新自由主義

9

構造的暴力（４）：地球環境問題

気候変動枠組み条約、京都議定書

10

構造的暴力（５）：戦時における性暴力

性暴力、国際人権法

11

文化的暴力（１）：エスニック紛争

エスニシティと民族、エスニック紛争

12

文化的暴力（２）：日本軍慰安婦問題

日本軍慰安婦、歴史問題、教科書問題、

13

平和をつくる（１）：国際協力

国際レジーム、ODA、国連、

14

平和をつくる（２）：第２トラック外交

第２トラック外交、世界社会フォーラム、NGO

15

平和をつくる（３）：自分たちにできることは？

立命館大学で学ぶということ
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講義の中で、講義に関係する参考文献を随時紹介する。

担当者のホームページを時折のぞくこと。（http://www.yikeo.com）

講義内容は、概ね以上のような内容を考えているが、その時々の政治・社会状況に応じて、講義内容を入れ替えたり、内容を変更することがあ

るので注意すること。

テキストを必ず持参すること。

講義中にみせるパワーポイントは、コースツールにアップするが、補足事項を板書するので、この講義用のノートを持参すること。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 論述２問

１問は、講義で説明する平和学に関する基本的な考え方を理解しているか、もう１問は、講義を

踏まえて、「平和創造」にむけて自分には何ができるのかを述べる問題。

多様な考え方がある中で、論理的に説明することができるかどうかを評価する。自分の言葉で

表現すること。

80 ％

平常点評価 コースツールでレポートを３回課す。そのうち、２回以上を提出すること。（１問１０点で採点す

る。）

３回提出した場合は、定期試験とあわせて１１０点満点として採点し、１００点を超した場合は

１００点として評価する。

レポートはいずれも２０００字以上とし、コースツールで提出すること。参考文献を明記すること。

20 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

平和学をつくる 池尾靖志編／晃洋書房／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

地域から平和をきずく 池尾靖志・伊波洋一・井原勝介／晃洋書房／／

自治体の平和力 池尾靖志／岩波書店／978-4002708485／

もうひとつの世界は可能だ―世界社会フォーラ

ムとグローバル化への民衆のオルタナティブ

ウィリアム・F. フィッシャー、トーマス・ポニア編集／日本経済評論社／978-4818815667

／

学生との直接対話／Talk with Students
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この授業では、メンタルヘルスに関わって、ストレス、こころのメカニズム、自己認知、こころの病、心理療法など、さまざまな側面からとりあげる。

これらメンタルヘルスに関連する基本的知識はもとより、自己理解と自身のストレス対処能力の向上（心理的特性の理解、自らが抱えている問

題とその心理的構えの理解、コーピングの検討など）も重要なテーマとなる。

特にありません。

学問的知識を自らのこころの健康に役立たせるように、主体的に学んでください。出席できなかった日の講義内容は自主的に補い、また理解が

進まなかった部分については読み返すなどして、しっかり復習してください。また、自身の日々のメンタルヘルスに意識的になって、リフレクション

をしながら授業に臨んでください。

単位数 /  Credit 2

メンタルヘルス (GA)

担当者名 /  Instructor 安田 裕子

13559

１．メンタルヘルスにまつわる心理学の基本的知識を理解する。

２．自分自身のメンタルヘルスへの理解と対処能力を向上させる

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

メンタルヘルスとは

ストレッサー、ストレス反応

第2回

自己理解のすすめ

ジョハリの窓

第3回

病前性格

ストレス耐性、ストレスへの脆弱性

第4回

こころのメカニズム

意識と無意識、防衛機制、葛藤

第5回

自己の認知

原因帰属、行動パターン

第6回

家族のなかでの個の成長

乳児期・幼少期、母子関係、社会性の発達

第7回

アイデンティティ

思春期・青年期、経験と将来展望

第8回

発達過程で生じる障害や問題

ADHD（ADD）、学習障害、高機能自閉症

第9回

こころの病1

うつ病、統合失調症

第10回

こころの病2

不安障害、パーソナリティ障害

第11回

身体へのアプローチ

動作法、ソマティック・エクスペリエンス（SE）

第12回

カウンセリングの基本

来談者中心療法

第13回

認知と行動へのアプローチ

行動療法、認知療法、認知行動療法

第14回

こころの健康

ストレスマネージメント、リラクゼーション

第15回

まとめと振り返り

生態学的アプローチ、セルフマネージメント、予防

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容を理解しているかどうかを確認する試験を行います。重要語句の理解を踏まえた論述

形式の試験によって、理解度を確認します。

60 ％

平常点評価 授業の感想（2～3回）10％、レポート課題15％、リフレクション課題15％によって、平常点として

評価します。

40 ％
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教科書は指定せず、授業用レジュメを作成し、授業ごとに配布します。

学習内容には、演習や自身らのメンタルヘルスに関するリフレクションを含みます。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

はじめて学ぶ メンタルヘルスと心理学―「ここ

ろ」の健康をみつめて

吉武光世 編著／学文社／978-4-7620-1374-4／

メンタルヘルスへのアプローチ 臨床心理学、社

会心理学、精神医学を融合して

西村健 監修　藤本修・白樫三四郎・高橋依子 編／ナカニシヤ出版／978-4-7795-

0320-7／

よくわかる臨床心理学 下山晴彦 編／ミネルヴァ書房／978-4-6230-3709-4／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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この授業ではメンタルヘルスについて、さまざまな側面からとりあげる。ストレスなどについての基本的知識を身につけることだけではなく、受講

者自身の自己理解（心理的特性の理解、自分が抱えている問題に対しての心理的構えの理解など）も重要なテーマとなる。また、ストレスへの対

処法を実習的に学ぶ。

特になし。

紹介された参考文献等を読み、さらに知識を深める。

単位数 /  Credit 2

メンタルヘルス (GB)

担当者名 /  Instructor 徳田 完二

16220

１．メンタルヘルスに関する基本的な知識を理解する。

２．自分自身のメンタルヘルスケア能力を向上させるスキルを身につける。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

メンタルヘルスとは

メンタルヘルスに関わる諸能力

２

心のメカニズム

意識と無意識、防衛機制

３

心の発達とメンタルヘルス１

乳幼児期、児童期

４

心の発達とメンタルヘルス２

青年期

５

ストレスとコーピング

ストレス、コーピング、リラクセーション技法

６

適応とメンタルヘルス　睡眠とメンタルヘルス

外的適応、内的適応、睡眠、夢

７

心の問題についての理解１

精神病、神経症、パーソナリティ・ディスオーダー

８

心の問題についての理解２

虐待、ドメスティックバイオレンス

９

心理療法について１

内界指向的心理療法

１０

心理療法について２

行動指向的心理療法、システム指向的心理療法

１１

被害体験とメンタルヘルス

被害者の心理、ストレスマネジメント

１２

心理療法について３

心理療法の過程、箱庭療法、遊戯療法

１３

メンタルヘルスと学生相談

青年期の心理的問題、学生期ライフサイクル

１４

病気とパーソナリティ　メンタルヘルスにかかわる対人ス

キル

病前性格、受容、傾聴

１５

授業の総括と検証テスト

この授業で学んだもの

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 １．日常的な授業における取組状況の評価（50％）。これについては、授業中に数回、小課題に

取り組み、提出する。

２．学習到達度を確認するテストを行う（50％）。これについては、 終授業日の一部を用いて

行う。

100 ％
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この授業には体験学習や自己の体験の振り返りという要素が含まれます。それを通して、スキルの向上や自己理解に役立てて下さい。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

無意識の構造 河合隼雄／中央公論社／978-4-12-100481-9／

少年期の心 山中康裕／中央公論社／4-12-100515-5／

カウンセリングと精神療法 氏原寛・成田義弘（編）／培風館／4-12-100515-5／

収納イメージ法 徳田完二／創元社／978-4-422-11425-5／

青年期 笠原嘉／中央公論社／／

児童虐待 川崎二三彦／岩波書店／／

ギャンブル依存症 田辺等／NHK出版／／

心のメッセージを聴く 池見陽／講談社／4-06-149241-1　C0211／

子どもと自然 河合雅雄／岩波書店／／

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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今日ヨーロッパは統合へと向かって進んでいる。二回の世界大戦ののち，フランス・ドイツ・イギリスといった国民国家がせめぎ合う時代は終わり

を告げ，ヨーロッパは国家を越えて，より広域な経済・政治体制のもとに統合されつつある。このようなヨーロッパという文化的政治的なまとまりが

どのように形成され，発展していくのかを概観する。 

単位数 /  Credit 2

ヨーロッパの歴史 (S)

担当者名 /  Instructor 佐藤 專次

13625

ヨーロッパ世界の形成・発展を理解する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ヨーロッパの風土・民族・宗教   

ロマンス語，ゲルマン語，スラヴ語，カトリック，東方正

教，プロテスタント   

2

後期帝政のローマとキリスト教の発展　   

３世紀の危機，ディオクレティアヌス，西ローマの滅亡，

キリスト教の発展 

3

ケルト人とゲルマン人  

ドルイド，タキトゥス，ヴォーダン，供犠祭 

4

ゲルマン人の移動と部族王国   

西ゴート，ガイセリック，テオドリック   

ゲルマン人の移動と部族王国   

   

5

イスラームと地中海世界の分裂   

ウマイヤ朝，ピレンヌ=テーゼ，交易の活発化 

6

東ローマ帝国からビザンツ帝国へ     

ユスティニアヌス，テマ制，マケドニア朝   

7

フランク王国の成立   

サリ族，クローヴィス，ピピン，カロリング朝   

8

カール大帝とフランク王国   

ザクセン族，カールの戴冠，カロリング=ルネサンス   

9

ノルマン人とイングランド王国の成立   

ノルマンディー公領，デーン人，アルフレッド大王，ノル

マン=コンクェスト   

10

技術革新と人口の増大      

水車，カルッカ，三圃制，収穫率   

11

修道院改革とグレゴリウス改革   

聖遺物崇拝，クリュニー修道院，レオ９世，叙任権闘争 

  

12

十字軍とラテン=キリスト教世界の膨張   

 

クレルモン宗教会議，民衆十字軍，東方植民，レコンキ

スタ   

13

中世都市の誕生   

 

キヴィタス，商人定住地，商人ギルド，コミューン運動 

14

たそがれる中世世界

黒死病，廃村，領主経済の危機

15

近代世界へ向けて

大航海時代の到来，主権国家の出現

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 90 ％

平常点評価 出席状況10 ％
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拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『教養のための西洋史入門』 中井義明ほか／ ミネルヴァ書房　／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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私たちは本来的に質の高い文化を渇望する存在であるし、社会の繁栄にとっても文化の充実は欠かせないものといえる。本講義では以上の前

提に立ち、文化という現象の特質について歴史資料の読解を踏まえながら論じていく。おもに江戸時代、京都・大坂を中心に活躍した商家の

ケースをとりあげるが、都市文化の創成と隆盛に関し、実は商業資本こそが も重要な役割を担ったという事実を指摘したい。本講義で紹介す

る歴史理解は、現代社会の課題としてしばしば語られる「企業の社会的責任」といった問題を考えるにさいしても十分に有益となるだろう。

第２講から第１１講において「参考図書」を指示する。比較的入手し安いものに限るので、本講義に課す「読書レポート」とは別に、なるべく目を通

すことがのぞましい。

単位数 /  Credit 2

歴史観の形成 (S)

担当者名 /  Instructor 海原 亮

13694

本講義では、文化史上の特殊なテーマを扱う。もとより正しい歴史理解は必要だが、微細な史実のひとつひとつにつき“暗記”する能力は全く求

めない。鍵となる概念は講義で適宜、述べていくので、大まかな歴史の流れをつかんでほしい。また、必要に応じ歴史を自分で調べていくテク

ニックも紹介していきたい。歴史資料の物語るところ、史実の精読を通じて、生活のあらゆる場面に歴史の蓄積があることを知り、そこから何かを

学ぶ姿勢を是非とも身につけてほしい。定期考査・課題では、以上の点を も重視して評価する予定である。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

イントロダクション

本講義の概要、到達目標を述べる。また、提出を求める

課題につき説明する。

２、３

そもそも誰が文化を創るのか？

本講義全体を理解するための緒論である。近代（大正

～昭和期）・現代の文化事象を例に、企業家・リーダー

層が文化・社会の形成にどう関わったのかをみる。社会

のなかで、本来的に文化を支える存在とは何か？文化

を支える仕組みとはどのようなものであったか？につい

て総括的な見解を述べる。

４、５

都市商業の発達と文化

以降の各講では、江戸時代中期以降における京・大坂

および畿内の在郷町の事例を具体的にみていく。当時

の文化状況の総体を理解するためにどのような史料を

活用すればよいだろうか？ともに考えよう。

６、７

文化の「商品化」という問題

社会の経済的安定は人びとの生活水準のみならず文

化の質的向上を促した。娯楽の限られた当該期にあっ

て、人びとの精神世界を充足させる信仰の文化は重要

な社会の要素といえる。その実態につき都市京都の事

例をとりあげ、文化の総体が商業資本の動向と密接に

関わっていたことを検証する。

８、９

「伝統」の継承

江戸時代京都における商家の具体的な史料を読む（あ

る伝統的な商業分野をとりあげる予定）。当時の商人た

ちが有した社会規範とはどのようなものか。また、その

歴史的特質が伝統の継承にどのような影響をもたらし

たのかを考え、文化と商業資本の関係構造について考

察する。

１０、１１

商家の社会的役割

商家は業務上の必要から多様な情報を独自に集積す

る能力を有した。ここでは商家の存在そのものが都市社

会の維持・展開に不可欠な重要な機能を担った事実を

指摘する。商家の留書・世相情報などを中心に史料を

読む。

１２～１４

商家と学問

当時の商人たちが理論的な支柱とした学問の実態と

は。彼らが積極的に学び、ときに自らの資力を注力して

発展させようとした都市の学問は、どのような展開を遂

げたか。都市大坂の事例を中心に史料を読んでいく。

１５

本講義のまとめ

到達目標に沿って、大まかな流れとポイントをふりかえ

る。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容の理解度をたしかめる。また、到達目標に沿って、歴史を学ぶことに対する意識・姿

勢を問う。

70 ％
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教科書は使用しない。毎回、史料レジュメを配布する。

その他の参考書は適宜、指示する。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 上記「授業外学習の指示」で掲げた「参考図書」に関する①「読書レポート」および、②「フィール

ドワークレポート」を課す予定である。レポートの主旨と提出のルールについては、第１講で説

明する。

30 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

天下泰平 横田冬彦／講談社／978-4062919166／

近世的世界の成熟 荒野泰典／吉川弘文館／978-4642017060／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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論理とは、ことばや記号を媒介とする思考の根底にある構造である。この構造に支えられて、推理や論証という活動が可能になる。ことばや記号

による表現の検討を通じ、論理のしくみを客観的に考えることによって、論理や論証の実践的技能の基礎作りを試みる。 

プリントを使用する。 

単位数 /  Credit 2

論理と思考 (S)

担当者名 /  Instructor 高木 敏美

13512

・命題の真偽、論証の妥当性、必然性と可能性、論理的真理と矛盾など、論理的な概念を理解し活用することができる。

・命題や論証の論理的性質を検討し、また論理的な推論を行うために、図、表、記号などを場合に応じて柔軟に用いることができる。

・具体的状況に於いて推理、判断能力を試す問題に対処することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

講義への導入と概要

論証の学、反証の学

第２回

日常言語での論証-1  

論証の妥当性

第３回

日本語と論理

記号化

第４回

真理関数的論理・・・命題論理-1

真理値

第５回

真理関数的論理・・・命題論理-2

真理値

第６回

真理関数的論理・・・命題論理-3

トートロジー

第７回

意味論と構文論(公理系)

記号、意味、世界

第８回

公理系・・・その導入

規則に従う

第９回

一般性・・・述語論理-1

全て、　～が在る

第１０回

一般性・・・述語論理-2

ヴェン図-1

第１１回

一般性・・・述語論理-3

ヴェン図-2

第１２回

自然演繹法

規則に従う

第１３回

様々な問題-1

過去問

第１４回

様々な問題-2

実践へ

第１５回

総括講義

目標到達の確認

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 各回で取り上げた基本問題や概念についてきちんと理解できているかどうかを評価する。80 ％

平常点評価 毎回の授業終了前に、授業内容の理解度を確認する小テストを実施する。20 ％
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上記以外は、適宜紹介する。 

拡張項目 

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

入門！ 論理学 野矢茂樹／中公新書／978-4121018625／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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英語圏で、高等教育機関への留学、語学留学、調査を希望する学生に、そこでの生活・学習・研究に必要な基礎知識と実践的な英語運用能力

を修得させることを目的とします。海外留学・海外調査を希望・計画する学部学生が、現地で円滑な学習･研究を行うために必要とされる、英語圏

の大学・大学生活に関する総合的な知識を修得してもらいます。留学先での、社会研究やクラスでの学習課題を明晰かつ論理的な英語で表現

し、伝えることができる実践的な英語能力の育成をはかります。

なし

学会やセミナーでの報告を想定したoral presentationなどの課題を含む日常的なクラスにおけるパフォーマンスを総合的に評価します。

開講時に指示します。

必要に応じて指示します。

各自の研究計画、留学目標に沿ったリサーチや課題作成

奨学金に関して：http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships.html

単位数 /  Credit 2

ヴィジョン形成特殊講義（海外留学英語演習） (PA) § 特殊講義（海外留学英語演習） (PA)

担当者名 /  Instructor 池上 久美子

12598

英語圏での生活・文化や高等教育機関に関する総合的な知識を修得し、英語圏で通用する自己表現力を身につけてもらうことを目標とします。

さらに、社会研究の課題を明晰かつ論理的な英語で表現できる研究のための実践的な英語能力の育成をはかります。

受講者数に制限があるため、事前登録科目となります。前期セメスターにPAとPBクラスを、後期セメスターにPCとPDクラスを開講します。研究入

門フォーラムの海外プロジェクトや、UBC、DUDP、交換留学、その他の留学に出発予定の学生、上述した各種留学プログラムへの応募や、その

他の海外調査・留学を希望し、出願を予定している学生を対象とします。受講者の計画や能力に応じた教科内容にしますが、できるだけ具体的

な計画･展望を持って受講してください。

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

コース予定と概要の説明

さまざまな留学のスタイル（学内、学外）についての概

略、受講者の留学希望調査

2 - 4

英語圏の高等教育機関での学習･研究

海外の大学制度・教育・研究・クラスルーム、生活・文化

の違い、目標の明確化、自分にふさわしい留学、留学

手続き

5 - 8

留学先への出願, 留学準備

Proposal/statement/recommendation: 研究計画書と出

願エッセイ（志望書）の書き方、奨学金の出願方法、推

薦状等の準備の仕方など

9 - 11

留学先での学習･研究準備

Study/research design and methods, 

Interview/questionnaire design and writing:学習・社会研

究の技法

12 - 14

学習・研究成果をまとめる技法

Research and Presentation: 効果的なプレゼンテーショ

ンの仕方

15

総括ワークショップ

Oral presentation, 留学にむけて

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 クラスにおけるパフォーマンス(到達度評価)100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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PA/PB/PC/PDクラスの重複履修はできません。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

拡張項目 

その他 / Others
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英語圏で、高等教育機関への留学、語学留学、調査を希望する学生に、そこでの生活・学習・研究に必要な基礎知識と実践的な英語運用能力

を修得させることを目的とします。海外留学・海外調査を希望・計画する学部学生が、現地で円滑な学習･研究を行うために必要とされる、英語圏

の大学・大学生活に関する総合的な知識を修得してもらいます。留学先での、社会研究やクラスでの学習課題を明晰かつ論理的な英語で表現

し、伝えることができる実践的な英語能力の育成をはかります。

なし

学会やセミナーでの報告を想定したoral presentationなどの課題を含む日常的なクラスにおけるパフォーマンスを総合的に評価します。

開講時に指示します。

必要に応じて指示します。

各自の研究計画、留学目標に沿ったリサーチや課題作成

奨学金に関して：http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships.html

単位数 /  Credit 2

ヴィジョン形成特殊講義（海外留学英語演習） (PB) § 特殊講義（海外留学英語演習） (PB)

担当者名 /  Instructor 木村 一紀

12599

英語圏での生活・文化や高等教育機関に関する総合的な知識を修得し、英語圏で通用する自己表現力を身につけてもらうことを目標とします。

さらに、社会研究の課題を明晰かつ論理的な英語で表現できる研究のための実践的な英語能力の育成をはかります。

受講者数に制限があるため、事前登録科目となります。前期セメスターにPAとPBクラスを、後期セメスターにPCとPDクラスを開講します。研究入

門フォーラムの海外プロジェクトや、UBC、DUDP、交換留学、その他の留学に出発予定の学生、上述した各種留学プログラムへの応募や、その

他の海外調査・留学を希望し、出願を予定している学生を対象とします。受講者の計画や能力に応じた教科内容にしますが、できるだけ具体的

な計画･展望を持って受講してください。

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

コース予定と概要の説明

さまざまな留学のスタイル（学内、学外）についての概

略、受講者の留学希望調査

2 - 4

英語圏の高等教育機関での学習･研究

海外の大学制度・教育・研究・クラスルーム、生活・文化

の違い、目標の明確化、自分にふさわしい留学、留学

手続き

5 - 8

留学先への出願, 留学準備

Proposal/statement/recommendation: 研究計画書と出

願エッセイ（志望書）の書き方、奨学金の出願方法、推

薦状等の準備の仕方など

9 - 11

留学先での学習･研究準備

Study/research design and methods, 

Interview/questionnaire design and writing:学習・社会研

究の技法

12 - 14

学習・研究成果をまとめる技法

Research and Presentation: 効果的なプレゼンテーショ

ンの仕方

15

総括ワークショップ

Oral presentation, 留学にむけて

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 クラスにおけるパフォーマンス(到達度評価)100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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PA/PB/PC/PDクラスの重複履修はできません。

 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

拡張項目 

その他 / Others
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英語圏で、高等教育機関への留学、語学留学、調査を希望する学生に、そこでの生活・学習・研究に必要な基礎知識と実践的な英語運用能力

を修得させることを目的とします。海外留学・海外調査を希望・計画する学部学生が、現地で円滑な学習･研究を行うために必要とされる、英語圏

の大学・大学生活に関する総合的な知識を修得してもらいます。留学先での、社会研究やクラスでの学習課題を明晰かつ論理的な英語で表現

し、伝えることができる実践的な英語能力の育成をはかります。

なし

学会やセミナーでの報告を想定したoral presentationなどの課題を含む日常的なクラスにおけるパフォーマンスを総合的に評価します。

開講時に指示します。

必要に応じて指示します。

各自の研究計画、留学目標に沿ったリサーチや課題作成

奨学金に関して：http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships.html

単位数 /  Credit 2

ヴィジョン形成特殊講義（海外留学英語演習） (PC) § 特殊講義（海外留学英語演習） (PC)

担当者名 /  Instructor 西垣 佐理

12621

英語圏での生活・文化や高等教育機関に関する総合的な知識を修得し、英語圏で通用する自己表現力を身につけてもらうことを目標とします。

さらに、社会研究の課題を明晰かつ論理的な英語で表現できる研究のための実践的な英語能力の育成をはかります。

受講者数に制限があるため、事前登録科目となります。前期セメスターにPAとPBクラスを、後期セメスターにPCとPDクラスを開講します。研究入

門フォーラムの海外プロジェクトや、UBC、DUDP、交換留学、その他の留学に出発予定の学生、上述した各種留学プログラムへの応募や、その

他の海外調査・留学を希望し、出願を予定している学生を対象とします。受講者の計画や能力に応じた教科内容にしますが、できるだけ具体的

な計画･展望を持って受講してください。

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

コース予定と概要の説明

さまざまな留学のスタイル（学内、学外）についての概

略、受講者の留学希望調査

2 - 4

英語圏の高等教育機関での学習･研究

海外の大学制度・教育・研究・クラスルーム、生活・文化

の違い、目標の明確化、自分にふさわしい留学、留学

手続き

5 - 8

留学先への出願, 留学準備

Proposal/statement/recommendation: 研究計画書と出

願エッセイ（志望書）の書き方、奨学金の出願方法、推

薦状等の準備の仕方など

9 - 11

留学先での学習･研究準備

Study/research design and methods, 

Interview/questionnaire design and writing:学習・社会研

究の技法

12 - 14

学習・研究成果をまとめる技法

Research and Presentation: 効果的なプレゼンテーショ

ンの仕方

15

総括ワークショップ

Oral presentation, 留学にむけて

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 クラスにおけるパフォーマンス(到達度評価)100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other



2012 年度シラバス立命館大学

PA/PB/PC/PDクラスの重複履修はできません。

 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

拡張項目 

その他 / Others
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英語圏で、高等教育機関への留学、語学留学、調査を希望する学生に、そこでの生活・学習・研究に必要な基礎知識と実践的な英語運用能力

を修得させることを目的とします。海外留学・海外調査を希望・計画する学部学生が、現地で円滑な学習･研究を行うために必要とされる、英語圏

の大学・大学生活に関する総合的な知識を修得してもらいます。留学先での、社会研究やクラスでの学習課題を明晰かつ論理的な英語で表現

し、伝えることができる実践的な英語能力の育成をはかります。

なし

学会やセミナーでの報告を想定したoral presentationなどの課題を含む日常的なクラスにおけるパフォーマンスを総合的に評価します。

開講時に指示します。

必要に応じて指示します。

各自の研究計画、留学目標に沿ったリサーチや課題作成

奨学金に関して：http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships.html

単位数 /  Credit 2

ヴィジョン形成特殊講義（海外留学英語演習） (PD) § 特殊講義（海外留学英語演習） (PD)

担当者名 /  Instructor 木村 一紀

12622

英語圏での生活・文化や高等教育機関に関する総合的な知識を修得し、英語圏で通用する自己表現力を身につけてもらうことを目標とします。

さらに、社会研究の課題を明晰かつ論理的な英語で表現できる研究のための実践的な英語能力の育成をはかります。

受講者数に制限があるため、事前登録科目となります。前期セメスターにPAとPBクラスを、後期セメスターにPCとPDクラスを開講します。研究入

門フォーラムの海外プロジェクトや、UBC、DUDP、交換留学、その他の留学に出発予定の学生、上述した各種留学プログラムへの応募や、その

他の海外調査・留学を希望し、出願を予定している学生を対象とします。受講者の計画や能力に応じた教科内容にしますが、できるだけ具体的

な計画･展望を持って受講してください。

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

コース予定と概要の説明

さまざまな留学のスタイル（学内、学外）についての概

略、受講者の留学希望調査

2 - 4

英語圏の高等教育機関での学習･研究

海外の大学制度・教育・研究・クラスルーム、生活・文化

の違い、目標の明確化、自分にふさわしい留学、留学

手続き

5 - 8

留学先への出願, 留学準備

Proposal/statement/recommendation: 研究計画書と出

願エッセイ（志望書）の書き方、奨学金の出願方法、推

薦状等の準備の仕方など

9 - 11

留学先での学習･研究準備

Study/research design and methods, 

Interview/questionnaire design and writing:学習・社会研

究の技法

12 - 14

学習・研究成果をまとめる技法

Research and Presentation: 効果的なプレゼンテーショ

ンの仕方

15

総括ワークショップ

Oral presentation, 留学にむけて

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 クラスにおけるパフォーマンス(到達度評価)100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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PA/PB/PC/PDクラスの重複履修はできません。

 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

拡張項目 

その他 / Others



2012 年度シラバス立命館大学

　担当教員のガイドのもとで、世界各国からやってきた学生たちとともに、京都・広島・長崎の地を旅行し、現場に身をさらす国際的な体験学習を

通して、世界平和の構築と国際理解・協力の道を探ります。

　1995年の戦後50周年を記念して、米国ワシントンにあるスミソニアン航空宇宙博物館が企画していた原爆展が中止されるという事件が起こりま

した。広島・長崎への原爆投下、これにともなう「核の時代」の幕開けが何を意味するかについて、米国民とアジアの人々、日本人、そして被爆者

の間に、深刻な認識ギャップがあることが明白となったのです。これをうけて同じワシントンにあるアメリカン大学が、被爆2世の日本人学生の働

きかけをうけて被爆遺品をひきとり、独自に原爆展を開くとともに、広島市長はじめ、多数の被爆者を自大学に招いたことが、このプログラムを始

めるきっかけとなりました。それ以来毎年、アメリカン大学と本学とが共同で本プログラムを企画・実施し、今年で18回目の開催となります（ 初

の2年間は自主ゼミとして行いましたから、正式科目となってからだと16回目です）。

　経済成長を続ける東アジアでは、より大きなエネルギー源、より大きな市場を求めて、中国、アセアン諸国、米国をアクターとする角逐が激しく

なり、世界の原子炉の4分の１が集中する「原発密集地帯」となりつつあります。標準型の原子炉は、毎日、3発の広島型原爆を爆発させたのと同

量のエネルギーを使って、大量の水を沸騰させ、巨大な発電用モーターを回してきました。原子力発電とは「ゆっくりと爆発する原爆」だということ

もできます。

　昨年3月におこった福島の核惨事のなかで、168発の広島型原発が爆発したのと同量のセシウム137が、福島から世界にまき散らされました。

福島第一原発から外に出た放射性物質は、貯蔵量の１％にも満たず、ほとんどの放射性物質は、なお原発内でとぐろをまいています。破壊され

た原子炉は、こんご数十年間は青天井のままとなるでしょう。したがって仮に地震がおこらなくても、原発をターゲットとする自爆テロや戦争がお

これば、日本列島は無人化の危機にさらされることになります。平和な世界の建設は人類の夢。「核の時代」とは、この夢を実現させないかぎり、

人類のほうが絶滅するという時代のことなのです。

　ことしも米国からは15名、カナダから数名、立命館アジア太平洋大学から数名の国際学生が参加しますので、立命関係の受講生数は20名とし

ます。旅行期間は８月１日から10日です。8月6日と9日の被爆式典に参列するとともに、広島市長を表敬訪問したり、多数の被爆者と交流したり、

国際シンポジウムに参加します。旅行団として広島と長崎の地で、原爆投下や福島をめぐる市民公開講座を開催する可能性も追求します。 

　20世紀において米国人にもっとも深刻な影響を与えたルポルタージュのトップとして米国のジャーナリストたちが選んだのが、ジョン・ハーシー

が1946年に書いた『ヒロシマ』。この本を日米全員の共通テキストにします。このテキストに登場する 年少の赤ん坊が近藤紘子さん。25名の原

爆乙女の渡米治療運動リーダー谷本清牧師の長女で、アメリカン大学の卒業生でもあります。彼女に全行程同行してもらう予定です。アメリカ側

コーディネイタとして、アメリカン大学核問題研究所長のピーター・カズニック教授（歴史学）、カナダ側コーディネイタ兼通訳として乗松聡子さん

（ブリティシュ・コロンビア大学講師）にも全行程同行してもらいます。

「平和学入門」、「戦争の歴史と現在」

単位数 /  Credit 2

国際平和交流セミナー (GA) § 特殊講義（国際平和交流セミナー） (GA) § 特殊講義（基礎）Ⅰ（国

際平和交流セミナ） (GA) § ヴィジョン形成特殊講義（国際平和交流セミナー） (GA) § 特殊講義

（基礎）１（国際平和交流セミナー） (GA) § 特殊講義（自由選択）Ⅰ（国際平和交流セミナー） (GA)

担当者名 /  Instructor 藤岡 惇

60133

　「原爆学習の旅」とは、被爆した死者を慰霊し、自らの生き方を問う旅でもありますから、｢平和巡礼の旅」だということもできます。この旅のなか

で、議論し、解明したいのは、つぎの3つの問題です。広島の平和公園には、「安らかに眠って下さい、過ちは繰り返しませぬから」という碑文があ

りますが、①「過ち」とは何ですか。②「繰り返しませぬから」という一文の主語は誰ですか。③「繰り返しませぬから」という誓いは実現可能です

か、どうしたら実現できるのでしょうか、という３つです。

　より具体的な調査と討論の柱としては、①原爆雲の下で何が起こったのか、②米国はなぜ2発の原爆を庶民居住地域に投下したのか。投下は

「必要悪」だったのか、｢悪質な戦争犯罪｣だったのか、③「核の時代」とは何か、④北東アジアを舞台にする憎悪と戦争の悪循環を克服し、「核兵

器」を廃絶し、国際理解と協力を促進するには何をすればよいのか、⑤原子力発電をどう評価したらよいのか、「核の文明」を克服することは可

能か、望ましいのか、などが考えられます。戦争遺跡や被爆者の方々を訪ね、あるいは外国の若者との交流を通じて、あるいは被爆地で開く「市

民公開講座」を通して、平和な世界づくりに貢献する「国際人」になっていただきたいと願っています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

受講申込み（4月下旬～5月中旬） 通常の受講登録とは別に申し込みが必要です。

募集要項・受講申込みは国際平和交流セミナーのホー

ムページを参照してください。　

http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/

1~3

事前研修（3回）6月～7月

4

8月1日 京都でのフィールドワーク

京都でオリエンテーション、京都各地の調査、歓迎パー

ティ

5

8月2日 京都でのフィールドワーク

立命館大学国際平和ミュージアム見学、対話ワーク

ショップ

6

8月3日 京都でのフィールドワーク

対話ワークショップ、京都各地を回る体験学習
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　定期試験は行いませんから、着実にレポートを作成し、蓄積しておく必要があります。

成績評価は、受講生の自己評価結果を有力な参考資料として、教員の責任で行います。

  2008年度と09年度にこの旅行団が主催して長崎の原爆被災者協議会の会議室で開いた公開市民講座の成果が本になりました。それが

初の本です。広島市立大学平和研究所でおこなった学習講演会の成果も「岩波ブックレット」の1冊として出版されました。それが２つめの本

です。この旅行に17回連続で参加してもらっている近藤紘子さんの自叙伝が出版されました。それが３つめの本です。

  2回のレポート作成、あるいは旅行準備のために、国際平和ミュージアムの１階にあるメディア資料室を活用してください

国際平和交流セミナーのホームページ：http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

藤岡　惇のホームページは、http://www.peaceful.biz/。藤岡の書いた論文を読むことができます。

近藤紘子さんを描く映像作品が米国のテレビで放映されました。

http://channel.nationalgeographic.com/series/explorer/4826/Overview#tab-Videos/08496_00

このプログラムを共催しているアメリカン大学核問題研究所（ピーター・カズニック所長）のＨＰは

http://www.american.edu/academic.depts/cas/hist/nsi/nsi_prog_abroad.cfm

カズニック教授は、「プラトーン」、「ＪＦＫ」などアメリカ史を描いた映画づくりで著名なオリバー・ストーン監督の制作アドバイザーも務め、この旅行

通常の受講登録とは別に申し込みが必要です。

受講申込みはこちらから　http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

優れた通訳でもある乗松さんに同行してもらいますが、英語を軸とする交流となりますので、ある程度は英会話のできる学生、平和の問題や体

験型の学習に関心のある皆さんの応募を期待します。過去の参加者が、旅行の途中の地に集まってきますので、先輩たちとも交流することがで

きます。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

7

8月4日 広島でのフィールドワーク

広島へ出発、平和記念資料館見学、秋葉前市長との交

流会、被爆者との懇談会

8

8月5日 広島でのフィールドワーク

ジョン・ハーシー「ヒロシマ」での取材地の現在を再訪

問、放射線影響研究所、被爆老人ホームの慰問

9

8月6日 広島でのフィールドワーク

慰霊式典に参列、各種のフィールドワーク、宮島見学、

夕刻から灯篭流しに参加

10

8月7日 長崎でのフィールドワーク

長崎への移動、長崎原爆資料館を参観、被爆者との交

流会

11

8月8日 長崎でのフィールドワーク

被爆者との交流会、岡まさはる記念平和資料館を見学

12

8月9日 長崎でのフィールドワーク

城山小学校での式典、市主催の慰霊式典に参加、お別

れパーティ

13

8月10日 長崎でのフィールドワーク

まとめのワークショップ、長崎での現地解散（帰途は自

由に）。別府の立命館アジア太平洋大学を訪問し、交流

するオプションもあります。

14・15

事後研修（2回）10月～11月

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 50%:事前の予習レポートと事後の 終レポートを作成してもらいます。

50%: ①国際的な交流と討論にどの程度積極的に参加し、貢献できたか、②ホスト側として、各

プログラムを実りあるものにし、参加者を幸せにするために、どのような役割を果たしたかを自

己評価してもらいます

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ヒロシマ ジョン・ハーシー／法政大学出版局／／翻訳　谷本　清

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

原発とヒロシマーー「原子力平和利用」の真相 田中利幸、ピーター・カズニック／岩波書店／／翻訳　乗松聡子

広島・長崎への原爆投下再考 木村朗、ピーター・カズニック／法律文化社／／翻訳　乗松聡子、コラム　藤岡　惇

ヒロシマ、60年の記憶 近藤紘子／リヨン社／／
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には17回目の参加となります。

過去6年間、通訳とカナダ側コーディネイタを務めていただいた乗松聡子さん（ブリティシュ・コロンビア大学講師）のＨＰ 

http://peacephilosophy.com　に参加者の感想が掲載されています。乗松さんのＨＰは、福島の核惨事と世界とを結ぶ情報網のハブとなったとこ

ろで、毎日、多数のアクセスのある「情報の宝庫」です。2010年度の乗松さんの感想は、http://www.japanfocus.org/-Norimatsu-Satoko/3463

昨年は、2名の福島医科大学の学生を特別ゲストとして招き、いっしょに旅行しましたが、ことしも、フクシマの行方について注目していきます。　こ

の科目の日米カナダの過去の参加者130名余りで運営するフェイスブックがあります。英語を使って、過去の参加者と時空を超えて交流したり、

写真を交換し合ったりできます。

藤岡の電子メールアドレスは、fujioka@ec.ritsumei.ac.jp

です。

拡張項目 

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

国際平和交流セミナーは、教員の指導のもとで現地におけるフィールドワーク・講演・討論などを通して、平和な世界づくりに貢献する「地球市

民」を育てようとする正課の教学プログラムです。戦後50周年を記念して1995年度より開始し、今年で15回目になります。毎年、夏期休暇の期間

を利用し担当教員のガイドのもとで様々な地域を訪れ、現場に身をさらし、五感で感じ取ってもらう国際的な体験学習を通して、世界平和の構

築、国際理解と協力の道を探ります。

日本と北東アジア地域の近現代史に関する諸科目 、朝鮮半島の歴史・文化・政治経済等に関する諸科目、平和学関連諸科目

単位数 /  Credit 2

国際平和交流セミナー (GB) § 特殊講義（国際平和交流セミナー） (GB) § 特殊講義（基礎）Ⅰ（国

際平和交流セミナ） (GB) § ヴィジョン形成特殊講義（国際平和交流セミナー） (GB) § 特殊講義

（基礎）１（国際平和交流セミナー） (GB) § 特殊講義（自由選択）Ⅰ（国際平和交流セミナー） (GB)

担当者名 /  Instructor 李 豪潤、鄭 雅英

60134

この授業は、１週間ほどの韓国フィールドワーク(9月中旬予定)への参加を中心に組み立てられています。日本が朝鮮を植民地として「併合」して

から、昨年で100年。この1世紀を越える日本と朝鮮半島の関係史を題材としながら、ソウル・釜山でのフィールドワークや講演、韓国人学生との

交流・討論、韓国文化体験などを通して、平和と人権について考えることを目的とします。

またフィールドワークのための事前学習を行い、日本と歴史的にも地理的にも深い関わりを持つ韓国・朝鮮についてや日韓関係の歴史を学び、

今後の日韓関係の平和的なあり方について考えます。 

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

受講申込み（4月下旬～5月中旬） 通常の受講登録とは別に申し込みが必要です。

募集要項・受講申込みは国際平和交流セミナーのホー

ムページを参照してください　

http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

1

第1回事前研修：国際平和交流セミナーで何を獲得する

か、日韓関係の歴史についての講義

2

第2回事前研修：現代韓国社会についての講義、セミ

ナーでの個人テーマ、グループテーマの発見

3

第3回事前研修：個人テーマ、グループテーマの事前学

習結果の発表

-

現地学習(第一日目)：　出発、目的地到着、オリエンテー

ション

4

現地学習(第二日目午前)：　釜山のフィールドワーク

5

現地学習(第二日目午後)：　釜山のフィールドワーク

6

現地学習(第三日目午前)：釜山のフィールドワーク、ソウ

ルへ移動

7

現地学習(第三日目午後)：ソウルのフィールドワーク

8

現地学習(第四日目午前)：ソウルのフィールドワーク

9

現地学習(第四日目午後)：ソウルのフィールドワーク

10

現地学習(第五日目午前)：　ソウルのフィールドワーク

11

現地学習(第五日目午後)：　ソウルのフィールドワーク

12

現地学習(第六日目午前)：　ソウルのフィールドワーク
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授業で指定される参考文献は、必ず読破しておいてください。朝鮮半島の近現代史に関して 低限の前提知識がないと、韓国の学生と議論が

成り立ちません。

募集要項・受講申込みは国際平和交流セミナーのホームページを参照してください。　

http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

通常の受講登録とは別に申し込みが必要です。

募集要項・受講申込みは国際平和交流セミナーのホームページを参照してください　

http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

事前、事後講義は必ず出席し、日韓の歴史や未来についてしっかり学び、積極的に発言してください。

議論する力を養うことも、このセミナーの重要なポイントです。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

13

現地学習（第七日目午前）：まとめのワークショップ　　午

後、帰国

14

事後研修第1回：レポート中間発表とメモ・写真等の記録

物の提出

15

事後研修第2回：レポートの完成に向けた指導

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①平常点　50％

・事前、事後講義への出席度

・現地学習（交流、討論、ワークショップ、見学ほ　か）における積極性

・グループ学習への参加度

②レポート　50％

・テーマ設定の意義付け

・資料調査、現地調査内容の深度と反映

・論理展開の適切さ

・レポートとしての体裁

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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テーマ: 「日中国交正常化40周年　日中の大学生が未来に向かって交流し、相互理解と友好を深める」

場所:中国(北京市、大連市)

現地研修期間:9月3日～9月12日(予定)10日間

事前講義: 6月～7月　計3回の事前講義を行う(土曜日の午後)

事後講義:10月～11月　計2回　プレゼンテーション(土曜日の午後)

募集人数:25名

参加費用:15万円

担当教員:曹　瑞林　経済学部教授

①本プログラムでは、担当教員が6月末～7月、事前講義を行います。受講生は自分に関心のあるテーマを選び、　自主的学習に取り組みます。

 

②北京、大連で分かりやすい講義を受けるとともに、見学や企業訪問、中国の大学生との交流を行います。 

③北京において代表的な商店街、商業施設、天安門広場、万里の長城、故宮、盧溝橋などの見学を行います。これらを通じて中国人の生活に

触れ、観察するとともに、中国の歴史、文化などについて学習します。また日中文化と教育交流および日中関係についての講義を受ける機会を

設けます。北京では、中国の大学生との懇談・懇親交流会を行い、相互理解と友好を深めます。

③大連では、都心部や旅順口区にある大連の歴史的遺跡、博物館、建築物を見学します。大連経済技術開発区、保税港区、ソフトパークなどに

ある地元の企業、日本企業を訪問し、この地域の飛躍的な経済発展や対外開放、大連と日本との文化、経済の交流に対する理解を深めます。

また日中交流についての講義を受ける機会を設けます。大連では中国の大学生との意見交換、懇談・懇親交流会を行い、平和などについての

相互理解と友好交流を深めます。

⑤研修の成果を確かなものとするために、事後学習では、中国での研修についてのプレゼンテーションを行いま　す。また参加者全員がレポート

を作成し、報告集にまとめます。

単位数 /  Credit 2

国際平和交流セミナー (GC) § 特殊講義（国際平和交流セミナー） (GC) § 特殊講義（基礎）Ⅰ（国

際平和交流セミナ） (GC) § ヴィジョン形成特殊講義（国際平和交流セミナー） (GC) § 特殊講義

（基礎）１（国際平和交流セミナー） (GC) § 特殊講義（自由選択）Ⅰ（国際平和交流セミナー） (GC)

担当者名 /  Instructor 曹 瑞林

60135

1.目標

今年は日中国交正常化40周年という記念すべき年であります。この歳月を経て日本と中国は切っても切れない緊密な関係となりました。しかし、

日中両国と両国民の間には、なお多くの認識の違いがあり、相互理解と信頼が十分であるとは言えません。本プログラムは、事前学習、中国の

北京と大連研修、事後プレゼントとレポートなど様々な形で、中国の文化、社会、経済発展、対外開放、日中交流の歴史を学ぶ。とくに中国の大

学生との直接交流を通じて相互理解と友好交流を一層深めることを目的とします。期間は9月3日～9月12日の予定であり、交流・訪問先は中国

の首都北京と大連です。

2.訪問地域:北京、大連

北京は中国の首都であり、政治、文化、経済の中心です。また悠久な歴史を持ち、故宮や万里の長城などの世界文化遺産が多くあるとともに、

北京には中国を代表する優秀な大学が多数ある。大連市は東北三省の中で も経済的に発達し、開放的な地域であるとともに、歴史的には、

日本と深いかかわりがあり、改革開放以来、多くの日本企業が進出しています。また毎年多くの日本人観光客が大連に訪れています。大連は日

本との間には、経済だけでなく、文化や教育の交流を盛んに行い、中国における日中交流のモデル都市となっています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

受講申込み（4月下旬～5月中旬） 通常の受講登録とは別に申し込みが必要です。

募集要項・受講申込みは国際平和交流セミナーのホー

ムページを参照してください　

http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

1~3

事前講義（３回）６月～７月　土曜日午後

事前講義を通して自分に関心のあるテーマを選び、自

主的学習に取り組みます。

4

9/3(月) 現地学習（１日目）北京でのフィールドワーク

現地到着、オリエンテーション

5

9/4(火) 現地学習（２日目）北京でのフィールドワーク

①北京見学(天安門広場、故宮、王府井大街、北京屋

台) 

②中国の大学生と懇談・懇親交流会

6

9/5(水) 現地学習（３日目）北京でのフィールドワーク

①日中文化・教育交流、日中関係の講義

②中国の大学生と懇談・懇親交流会

7

9/6(木) 現地学習（４日目）北京でのフィールドワーク

①万里の長城、②盧溝橋見学

8

9/7(金) 現地学習（５日目）大連でのフィールドワーク

北京から大連への移動

大連市内見学(大連の町、商業施設、歴史的建築物)
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追って連絡する

事前講義の時、参考文献を指示する。

国際平和交流セミナーのホームページ:http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

通常の受講登録とは別に申し込みが必要です。

募集要項・受講申込みは国際平和交流セミナーのホームページを参照してください　

http://www.ritsumei.jp/liberal/worldwide-peace/ 　

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

9

9/8(土)現地学習（６日目）大連でのフィールドワーク

①大連と日本との経済、文化交流に関する講義

②中国の大学生と懇談・懇親交流会

10

9/9(日)現地学習（７日目）大連でのフィールドワーク

旅順203高地、水師営、旅順博物館、旅順刑務所など、

大連の歴史を学習 

11

9/10(月)現地学習（８日目）大連でのフィールドワーク

①大連経済技術開発区にある日系企業訪問

②大連保税港区にある日系物流企業訪問

12

9/11(火)現地学習（９日目）大連でのフィールドワーク

大連の代表的な企業訪問(大連ソフトパークにある地元

IT企業など)

13

9/12(水)現地学習（１０日目）大連でのフィールドワーク、

帰国

現地研修総括、帰国

14・15

事後講義（2回）　プレゼンテーション　１０～１１月　土曜

日午後

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①70%は、現地訪問、研修およびそれにもとづいてプレゼン、作成されたレポートによる評価 

②30%は、事前・事後の講義への参加や現地研修での意欲や協調性を評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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数学は理性の音楽であり，知者の武器であり，人類の文化そのものと言える。本授業は，数学を必ずしも得意としない受講者を対象に，そのリメ

ディアル教育の一環として，数学的な内容・方法を講ずるものである。時間数の制約上，内容知すなわち知識・技能よりも，方法知すなわち数学

を探究し構成する手法に焦点を当てた上で，数学上の幾つかの重要なトピックを楽しみながら振り返る。

事前履修が必要な科目は特にありません。日頃から，物事を数学的に考える習慣をつけていきましょう。 

特別な事情がない限り，開講回数の２／３以上を出席することを単位認定の基本条件とします。

本授業では，小学校から高等学校までに習ってきた数学的知識を学び直す事例が多くあります。授業でも基礎から分かりやすく解説しますが，

教科書等を用いて必要に応じて自主的に復習することを勧めます。 

単位数 /  Credit 2

数学入門 (S)

担当者名 /  Instructor 小原 豊

13623

１ 数学を人類の社会文化的な所産と捉え，その学習に深い関心・意欲をもつことができる。

２ 数学的なリテラシーの基礎を身につけ，必要に応じて高等学校以前に学んだ数学的内容を再構成できる。

本授業は，日常感覚と切り離された数学的教養を身につけるのではなく，各トピックを通じて適切な数学的着想と手法を学び直していきます。数

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第01回

人はなぜ数学を学ぶか？

数学の文化史，民主主義，黄金比，懸賞金問題

第02回

数学的な方略

ストラテジーとタクティクス，発見法，単純化，特殊化，カ

プレカル操作

第03回

数学的な推論①蓋然・必然と命題操作

帰納・演繹・類比，仮説推論(abduction)，合接・離接，含

意，逆・裏・対偶

第04回

数学的な推論②誤った推論と論駁

反例・反証，過般化，ラカトシュモデル

第05回 

“必勝法” の数理

ゲーム理論，スプラウト，Win-Win，勝率と期待値

第06回

統計的リテラシー①説得する

分散，分布，偏差，統計的仮説，検定・推定

第07回

統計的リテラシー②虚偽を見抜く

比較の論理，平均の嘘，グラフ選定と錯視

第08回 

数学の実験とは？①数学に触れる

模型・実験，正多面体，δ多面体，オイラー標数

第09回

数学の実験とは？②別次元をみる

拡張・一般化，平面の分割，立体の分割，フラクタル

第10回

折り紙の数理①平面

オリガミクス，平行・対称・回転移動，正多角形の構成，

二次曲線

第11回

折り紙の数理②空間

オリガミクス，正多面体の構成，非ユークリッド操作

第12回

数学と文化①芸術に潜む数理

ピタゴラス音階，黄金比，フィボナッチ数列

第13回

数学と文化②和算の世界

九章算術，塵劫記，算木，算額，油分け算，薬師算

第14回

数学と文化③異文化の計算法

計算法の文脈依存，比と関数の思想

第15回

市民の数学： Numeracy とは？

数理思想，バーコードの数学，多様な税計算

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 終講義の際に数学の簡潔な作問レポートを課す。50 ％

平常点評価 出席を重視する。また平常点（学習・発表態度，質問内容，討論参加等）も加算する。50 ％
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その他，参考となる資料は随時紹介し，必要に応じて抜粋を配布します。

数学のリメディアル学習につながるsiteを授業時に随時紹介していきます。

授業において不明な点，疑問に感じた点を大切にして，まずは自らその解消に努めて下さい。またＰＣを利用した授業を行う場合もあります。

学に王道無し。楽な近道はありませんが，知る喜びを軸に主体的に学ぶことで必ず数学的なリテラシーが身につきます。

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いかにして問題をとくか G. ポリア／丸善／4-621-04593-8／未知の問題にアプローチする上での古典的名著

世界は数理でできている Ｌ. Ａ. スティーン／丸善／4-621-04742-6／次元，量，不確実性，形，変化という着想

から数学を省みる

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】エアロビクス

「スポーツ方法実習Ｉ」では、スポーツを教養とコミュニケーション文化の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やス

ポーツ技術・集団コミュニケーションに関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

成果だけでなく、授業への取り組み、その過程の姿勢と課題に対する掘り下げを重視します。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A1)

担当者名 /  Instructor 砂連尾 理

10683

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅰ」は、具体的な運動を教材として取りあげながら、個人技能だけに偏らず、グループワークに学習の重点を

置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第一回

ガイダンス　授業のねらいや進め方。

第二回

基本的な身体技能の構造の理解と実習１

様々な歩く、走るからの考察。

第三回

基本的な身体技能の構造の理解と実習２

呼吸法、様々なコンタクト。

第四回

基本的な身体技能の構造の理解と実習３

脱力。真似る動きからの考察。

第五回

教材種目によるスポーツ技術の分析１

鉛筆、ティッシュ等を使って動く。

第六回

教材種目によるスポーツ技術の分析２

マットを使って身体を感じる。

第七回

教材種目によるスポーツ技術の分析３

楽器を使い、音と動きの考察。

第八回

中間振り返り。いままでのディスカッション。

第九回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営１

伝達ゲームを動きにする。

第十回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営２

絵を使って動きを作る。

第十一回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営３

自己紹介を動きにしていく。

第十二回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営４

映像を使い、動きを分析する。

第十三回

クリエーション１　対話から動きを発見、発展させていく。

グループムーブメント

第十四回

クリエーション２　自己と向き合い、動いてみる。

ソロムーブメント

第十五回

まとめの振り返り。レポート作成。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

 

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバスケットボールの技術的目標を設定しその目

標を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影

を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A2)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

11297

・バスケットボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バスケットボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

基本トレーニング１

ドリブルのタイプ、ゲーム形式

6

基本トレーニング２

ドリブルのタイプ、ゲーム形式

7

基本トレーニング３

シュートのタイプ、ゲーム形式

8

基本トレーニング４

シュートのタイプ、ゲーム形式

9

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

10

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

11

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

12

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

13

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

14

大会１

リーグ戦

15

大会２

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバスケットボールの技術的目標を設定しその目

標を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影

を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A3)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

11465

・バスケットボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バスケットボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

基本トレーニング１

ドリブルのタイプ、ゲーム形式

6

基本トレーニング２

ドリブルのタイプ、ゲーム形式

7

基本トレーニング３

シュートのタイプ、ゲーム形式

8

基本トレーニング４

シュートのタイプ、ゲーム形式

9

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

10

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

11

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

12

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

13

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

14

大会１

リーグ戦

15

大会２

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】ソフトボール

「スポーツ方法実習I」（ソフトボール）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるため

に必要な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめ

ざす。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A4)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

12194

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、ソフトボールを教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きなが

ら、スポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています.男女共学で行うため体力的

ハンディのある女子学生には特別ルールを設け、クラス内で活発に話し合い

コミュニケーション能力を養う。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回

ソフトボールの概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習・女

子学生には特別ルールを設ける）

第4回

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習と

練習方法の理解）

第5回

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習と練習方法の理解）

第6回

 基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習と練習方法の理解)

第7回

技術の分析１　（個人のスポーツ技術分析とトレーニング

課題）

第8回

技術の分析２　（対人関係のスポーツ技術分析とトレーニ

ング課題）

第9回

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回

教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・分析結果とプランの提案）

第13回

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）



2012 年度シラバス立命館大学

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第14回

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）

第15回

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】エアロビクス

この授業では、スポーツ方法実習のなかでもエアロビクスに焦点をあてて、エアロビクスの動きを実習しながら、同時にエアロビクス理論を習得

する。さらに、運動、栄養、休養などの観点から健康を多面的に考える。

エアロビクスのみならず、ストレッチやダンベル体操の理論を学習し、実践してほしい。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A5)

担当者名 /  Instructor 遠藤 保子

12195

エアロビクスの実習を行い、エアロビクスの基本的な考え方、実習法などを確実に身につけるとともに、健康とは何かを多面的に考える視点を養

う。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

授業の概要と導入

授業目標、方法、成績評価、自己紹介

2

体力テスト1、グループ分

ウォーミングアップ、反復横とび、握力テスト、シャトルラ

ンなど、クールダウン

3

エアロビクス実習1

ウォーミングアップ、静的ストレッチ、ダンベル体操、エア

ロビクスエクササイズ、クールダウン、エアロビクス理論

の説明、今日の反省

4

エアロビクス実習2

ウォーミングアップ、動的ストレッチ、ダンベル体操、エア

ロビクスエクササイズ、クールダウン、エアロビクスの運

動プログラムの説明、今日の反省

5

エアロビクス実習3

ウォーミングアップ、ペアストレッチ、ダンベル体操、エア

ロビクスエクササイズ、クールダウン、エアロビクスと栄

養、休養、今日の反省

6

エアロビクス実習4

ウォーミングアップ、ペアストレッチ、ダンベル体操、エア

ロビクスエクササイズ、クールダウン、レポート（運動1）

発表、今日の反省

7

エアロビクス実習5

ウォーミングアップ、シェイプアップストレッチ、ダンベル

体操、エアロビクスダンス、クールダウン、レポート（栄

養1）発表、今日の反省

8

体力テスト2

ウォーミングアップ、反復横とび、握力テスト、シャトルラ

ンなど、クールダウン、

レポート（休養1）発表、今日の反省

9

エアロビクス実習6

ウォーミングアップ、シェイプアップストレッチ、ダンベル

体操、エアロビクスダンス、クールダウン、レポート（運

動2）発表、今日の反省

10

エアロビクス実習7

ウォーミングアップ、ペアストレッチ、ダンベル体操、エア

ロビクスダンス、クールダウン、

レポート(栄養2）発表、今日の反省

11

エアロビクス実習8

ウォーミングアップ、ペアストレッチ、ダンベル体操、エア

ロビクスダンス、クールダウン、

レポート(休養2）発表、今日の反省

12

エアロビクス実習9

ウォーミングアップ、シェイプアップストレッチ、ダンベル

体操、エアロビクスダンス、クールダウン、レポート(運動

3）発表、今日の反省

13

エアロビクス実習10

ウォーミングアップ、シェイプアップストレッチ、ダンベル

体操、エアロビクスダンス、クールダウン、レポート(栄養

3）発表、今日の反省

14

体力テスト3

ウォーミングアップ、反復横とび、握力テスト、シャトルラ

ンなど、クールダウン、

レポート(休養3）発表、今日の反省

15

体力テスト、エアロビクス理論と実習のまとめ

体力テストの変化、総合評価、健康的な生活を送るため

の指標
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この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

汗をかくことが予想されるため、タオルを持参し、水分が補給できるようにしてほしい。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業の態度、実習の取り組み方、レポートのまとめ方、その発表の仕方、自学自習などを総合

的に判断する。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

エアロビクス・ウエイ ケネス・クーパー／ベースボールマガジン社／4-583-02314-6／

ウエルネスライフのすすめ 古川文隆／丸善メイツ／4-89577-058-3／

ＰＨＷの戦後改革と現在 三浦正行／文理閣／4-89259-240-4／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】ソフトボール

「スポーツ方法実習I」（ソフトボール）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるため

に必要な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめ

ざす。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A6)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

12324

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、ソフトボールを教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きなが

ら、スポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解する.男女共学で行うため体力的ハンディのある女子学

生には特別ルールを設けクラス内で活発に話し合いコミュニケイション能力を養うことを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回 

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回 

ソフトボールの概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回 

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習・女

子学生には特別ルールを設ける）

第4回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習と

練習方法の理解）

第5回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習と練習方法の理解）

第6回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習と練習方法の理解)

第7回 

技術の分析１　（個人のスポーツ技術分析とトレーニング

課題）

第8回 

技術の分析２　（対人関係のスポーツ技術分析とトレーニ

ング課題）

第9回 

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回 

教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回 

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回 

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・分析結果とプランの提案）

第13回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）

第14回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第15回 

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバスケットボールの技術的目標を設定しその目

標を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影

を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A7)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

12643

・バスケットボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バスケットボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

基本トレーニング１

ドリブルのタイプ、ゲーム形式

6

基本トレーニング２

ドリブルのタイプ、ゲーム形式

7

基本トレーニング３

シュートのタイプ、ゲーム形式

8

基本トレーニング４

シュートのタイプ、ゲーム形式

9

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

10

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

11

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

12

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

13

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

14

大会１

リーグ戦

15

大会２

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習Ｉ」（バスケットボール）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ

技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実

践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A8)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

12800

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。本クラスでは、バスケットボールを教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ技能の習得方法、

スポーツ技術の分析方法を理解します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス　授業のねらいや進め方

評価方法・レポート

２

導入

グループ編成

3－4

個人技能の習得

パス・シューティング（ランニング・ジャンピング）

5－6

組織プレー①（アウトナンバー）

速攻のポイント（2対1）

7－8

組織プレー②（アウトナンバー）

速攻のポイント（3対2）

9－10

組織プレー③

ボールのもらい方、マークマン、スクリーン

11－14

ゲーム

フォーメーション

15

まとめ

レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 
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【教材種目】柔道・護身術

　スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な身体やスポーツ技術に関する幅広い知識と分析能力を身

につける。本授業では、柔道、護身術の技能に習熟するだけではなく,技の攻撃と防禦を通して心身の力を も有効に活用する方法を学ぶ。特

に対人的競技としての特性上、礼儀作法を遵守し、安全に配慮出来る態度と能力を養う。

　特に無し

　特に無し

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(A) (A9)

担当者名 /  Instructor 平野 嘉彦

12799

　スポーツの科学的な知識・視点を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。具体的には、柔道の基本動作、対人的技

能、応用技能へと技術段階を踏まえ、投技、固技の攻撃・防禦の実践と安全に対する態度や能力の向上を目指す。また講道館護身術の理解と

実践により、不測の事態への対策や対応の仕方を学ぶ。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

　ガイダンス

　授業のねらいや進め方

２

　柔道の歴史と礼法について

　基本動作（姿勢、受身、身体の移動の仕方、間合い、

崩し・作り・掛け）

３

　基本動作と安全（受身、組み方、体捌き）

　倒れ方による受身の仕方、姿勢と倒れる方向の安全

学習

４

　基本動作、対人的技能

　固技の理解と実践（抑え技）その１

５

　基本動作、対人的技能

　固技の理解と実践（絞技）その２

６

　基本動作、対人的技能

　固技の理解と実践（関節技）その３

７

　基本動作、対人的技能

　投技の理解と実践（手技）その１

８

　基本動作、対人的技能

　投技の理解と実践（腰技）その２

９

　基本動作、対人的技能

　投技の理解と実践（足技）その３

１０

　応用技能の修得、講道館護身術の理解

　技の攻撃・防禦、審判法の修得、護身術の実践　その

１

１１

　応用技能の修得、講道館護身術の理解

　技の攻撃・防禦、審判法の修得、護身術の実践　その

２

１２

　応用技能の修得、講道館護身術の理解

　技の攻撃・防禦、審判法の修得、護身術の実践　その

３

１３

　応用技能の修得、試合の管理能力（審判法）、護身術

の理解

　試合形式による技の攻撃・防禦の実践、護身術の実

践　その４

１４

　応用技能の修得、試合の管理能力（審判法）、護身術

の理解

　試合形式による技の攻撃・防禦の実践、護身術の実

践　その５

１５

　総括（基本動作、対人的技能、応用技能、審判法、護身

術）

　まとめ（講道館護身術の演武を行う。）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・授業への参加度と授業態度　７０％

・技能の習熟度　２０％

100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

　技能優秀者は、書類推薦による日本伝講道館柔道の昇段も可能です。

　但し、条件がありますので、詳細は担当者に相談して下さい。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

・レポート　１０％

＊但し、原則として出席回数が２/３未満の者は評価　　しない。

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】サッカー

「スポーツ方法実習Ｉ」（サッカー）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集

団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そ

のものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(B) (B1)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

10145

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。本クラスでは、サッカーを教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ

技術の分析方法を理解する。男女共学で行うため体力的ハンディのある女子学生には,特別ルールを設けクラス内で活発に話し合いコミュニ

ケーション能力を養う。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回  

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回  

サッカーの概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回  

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習・ 女

子学生には特別ルールを設ける）

第4回  

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習）

第5回  

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習）

第6回  

基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習）

第7回  

技術の分析１　（個人のスポーツ技術分析）

第8回  

技術の分析２　（対人関係のスポーツ技術分析）

第9回  

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回  

教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回  

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回  

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・分析結果の評価とプランの提案）

第13回  

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）

第14回  

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）

第15回  

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）



2012 年度シラバス立命館大学

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。 

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】サッカー

「スポーツ方法実習I」（サッカー）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるために必

要な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実

践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめざ

す。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(B) (B2)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

10303

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、サッカーを教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きながら、

スポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解すること,男女共学で行うため体力的ハンディのある女子学

生には、特別ルールを設けクラス内で活発に話し合いコミュニケーション能力を養う。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回 

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回 

サッカーの概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回 

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習・女

子学生には特別ルールを設ける）

第4回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習と

練習方法の理解）

第5回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習と練習方法の理解）

第6回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習と練習方法の理解)

第7回 

技術の分析１　（個人のスポーツ技術分析とトレーニング

課題）

第8回 

技術の分析２　（対人関係のスポーツ技術分析とトレーニ

ング課題）

第9回 

教材種目によるスポーツ技術の分析1　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回 

教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回 

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム/パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回 

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム/パ

フォーマンス分析・分析結果とプランの提案）

第13回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）



2012 年度シラバス立命館大学

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第14回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）

第15回 

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】バレーボール

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバレーボールの技術的目標を設定しその目標

を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を

行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(B) (B3)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

11645

・バレーボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バレーボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム形式

スパイク、ゲーム形式

6

基本トレーニング２

アンダーハンドパス、ゲーム形式

7

基本トレーニング３

オーバーハンドパス、ゲーム形式

8

基本トレーニング４

サーブ、ゲーム形式

9

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

10

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

11

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

12

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

13

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

14

大会１

リーグ戦

15

大会２

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

必要に応じてその都度プリント等を配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】バレーボール

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバレーボールの技術的目標を設定しその目標

を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を

行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競

技レベルによって内容の変更を行うこともある。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(B) (B4)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

12801

・バレーボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バレーボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

基本トレーニング１

スパイク、ゲーム形式

6

基本トレーニング２

アンダーハンドパス、ゲーム形式

7

基本トレーニング３

オーバーハンドパス、ゲーム形式

8

基本トレーニング４

サーブ、ゲーム形式

9

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

10

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

11

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

12

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

13

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

14

大会１

リーグ戦

15

大会２

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】バレーボール

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバレーボールの技術的目標を設定しその目標

を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を

行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(B) (B5)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

12929

・バレーボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バレーボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

基本トレーニング１

スパイク、ゲーム形式

6

基本トレーニング２

アンダーハンドパス、ゲーム形式

7

基本トレーニング３

オーバーハンドパス、ゲーム形式

8

基本トレーニング４

サーブ、ゲーム形式

9

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

10

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

11

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

12

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

13

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

14

大会１

リーグ戦

15

大会２

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりが卓球の技術的目標を設定しその目標を達成す

るための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(C) (C1)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

10151

・卓球の技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。

また受講生の競技レベルによって内容の変更を行うこともある。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

卓球について

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

ドライブトレーニング１

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

5

ドライブトレーニング２

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

6

カットトレーニング１

7

カットトレーニング２

8

サーブ

9

レシーブ１

ツッツキ、ストップ、フリック

10

レシーブ２

ツッツキ、ストップ、フリック

11

大会１

シングルス

12

大会２

シングルス

13

大会３

シングルス

14

大会４

シングルス

15

大会５

シングルス

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりが卓球の技術的目標を設定しその目標を達成す

るための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(C) (C2)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

10307

・卓球の技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。

また受講生の競技レベルによって内容の変更を行うこともある。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

卓球について

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

ドライブトレーニング１

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

5

ドライブトレーニング２

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

6

カットトレーニング１

7

カットトレーニング２

8

サーブ

9

レシーブ１

ツッツキ、ストップ、フリック

10

レシーブ２

ツッツキ、ストップ、フリック

11

大会１

シングルス

12

大会２

シングルス

13

大会３

シングルス

14

大会４

シングルス

15

大会５

シングルス

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】ダンス

「スポーツ方法実習Ｉ」では、スポーツを教養とコミュニケーション文化の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やス

ポーツ技術・集団コミュニケーションに関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

成果だけでなく、授業への取り組み、その過程の姿勢と課題に対する掘り下げを重視します。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(C) (C3)

担当者名 /  Instructor 砂連尾 理

10881

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅰ」は、具体的な運動を教材として取りあげながら、個人技能だけに偏らず、グループワークに学習の重点を

置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第一回

ガイダンス　授業のねらいや進め方。

第二回

基本的な身体技能の構造の理解と実習１

様々な歩く、走るからの考察。

第三回

基本的な身体技能の構造の理解と実習２

呼吸法、様々なコンタクト。

第四回

基本的な身体技能の構造の理解と実習３

脱力。真似る動きからの考察。

第五回

教材種目によるスポーツ技術の分析１

鉛筆、ティッシュ等を使って動く。

第六回

教材種目によるスポーツ技術の分析２

マットを使って身体を感じる。

第七回

教材種目によるスポーツ技術の分析３

楽器を使い、音と動きの考察。

第八回

中間振り返り。いままでのディスカッション。

第九回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営１

伝達ゲームを動きにする。

第十回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営２

絵を使って動きを作る。

第十一回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営３

自己紹介を動きにしていく。

第十二回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営４

映像を使い、動きを分析する。

第十三回

クリエーション１　対話から動きを発見、発展させていく。

グループムーブメント

第十四回

クリエーション２　自己と向き合い、動いてみる。

ソロムーブメント

第十五回

まとめの振り返り。レポート作成。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。 

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】エクササイズ

｢スポーツ方法実習Ⅰ」（エクササイズ）では、人として生きていく健康問題を、スポーツを実施、実践することにより体得する。

さらに各人の健康管理を考え、実践過程をを重視し、授業を展開する。

　特になし。

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。 

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(C) (C4)

担当者名 /  Instructor 長谷川 豪志

10880

　各人がこの授業の到達目標を設定する。そして毎回の授業の 初に授業の進行計画を記入、その計画に基づき授業を進行させる。そして終

了時に計画通りに実施できたか等を振り返る。そして全体として、各人の健康管理、生活習慣として能力を養成する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にとも

なう授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

ガイダンス：登録者の確認、授業の狙いや進め方等。

２

授業で使用する資料等の配布、また必要資料に記入等、

またトレーニングルームの機器等について使用説明や使

用等に際しての注意事項等。

３－１３

各人のこの授業の到達目標に向かって、トレーニング

ルームの機器を用いて、授業に取り組む。そして終了時

には有意義で効果があるように実施していく。

１４

２－１３回の授業の実施内容を確認、修正しながら、１４

回の授業を実施していく。

１５

まとめ授業。各人の成果をレポートにまとめていく。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 
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【教材種目】卓球

本講座では卓球を指導する。卓球のルール、シェイクハンド、ペンホルダーの違い、サーブ、レシーブ等の基本技術を学びシングルスおよびダブ

ルスのゲームを楽しむ。さらに、カット、ドライブ等の応用技能も習得しゲームにおける戦術を工夫する。そして、より楽しい卓球が展開できる能

力を身に付ける。

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(C) (C5)

担当者名 /  Instructor 金 尚憲

12061

卓球の実践を通してスポーツの持つ魅力や意義を理解する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

ガイダンス

授業のねらいや進め方

２

卓球の基本的動きの説明

ルール、ペンホルダー、シェイクハンド等

３

個人トレーニング

ペンホルダー、シェイクハンド等

４

ドライブトレーニング１

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

５

ドライブトレーニング２

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

６

カットトレーニング１

カット

７

カットトレーニング２

カット

８

サーブトレーニング　

サーブ

９

レシーブ１

ツッツキ、ストップ、フリック

１０

レシーブ２

ツッツキ、ストップ、フリック

１１

試合1

シングルス

１２

試合2

シングルス

１３

試合3

ダブルス

１４

試合4

シングルス・ダブルス

１５

試合5

シングルス・ダブルス

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席率50％、授業の参加姿勢30％、技能等の向上度20％

ただし出席回数が2/3未満の者は評価の対象としない。

100 ％
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授業中必要に応じて紹介する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。 

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習Ｉ」（卓球）では、教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関する幅

広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを学び

の対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(C) (C6)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

12355

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。本クラスでは、卓球を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ技

術の分析方法を理解します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

教場の使用上の注意

受講上の諸注意用器具の使用方法及び評価方法

2

グループ編成

経験者を中心に、６グループ編成

－学習活動方法を指示

3

個人技能の習得①

ラケットの種類・グリップ

フォア・ストローク

4

個人技能の習得②

ドライブ系（Ｆ／Ｂ）

5

個人技能の習得③

下回転系（Ｆ／Ｂ）

6

個人技能の習得④

回転の種類に対する対処法

7

ゲーム①（シングルス戦）

ルールの理解

8

ゲーム②（シングルス戦）

サービスの種類とポイント

9

ゲーム③（シングルス戦）

ミスの分析❶

10

ゲーム④（シングルス戦）

ミスの分析❷

11

ゲーム⑤（シングルス戦）

スタンス（位置取り）

12

ゲーム⑥（シングルス戦）

戦術と展開

13

ダブルスのゲーム

ルールの理解

14

ゲーム（ダブルス戦）

フォーメーション

15

まとめ

課題レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習Ｉ」（卓球）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団

に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程その

ものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(C) (C7)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

12930

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。本クラスでは、卓球を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ技

術の分析方法を理解します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

ガイダンス  

教場の使用上の注意

受講上の諸注意用器具の使用方法及び評価方法

2

グループ編成

経験者を中心に、６グループ編成

－学習活動方法を指示

3

個人技能の習得①

ラケットの種類・グリップ

フォア・ストローク

4

個人技能の習得②

ドライブ系（Ｆ／Ｂ）

5

個人技能の習得③

下回転系（Ｆ／Ｂ）

6

個人技能の習得④

回転の種類に対する対処法

7

ゲーム①（シングルス戦）

ルールの理解

8

ゲーム②（シングルス戦）

サービスの種類とポイント

9

ゲーム③（シングルス戦）

ミスの分析❶

10

ゲーム④（シングルス戦）

ミスの分析❷

11

ゲーム⑤（シングルス戦）

スタンス（位置取り）

12

ゲーム⑥（シングルス戦）

戦術と展開

13

ダブルスのゲーム

ルールの理解

14

ゲーム（ダブルス戦）

フォーメーション

15

まとめ

課題レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ⅰ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバドミントンの技術的目標を設定しその目標を

達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を行

う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(D) (D1)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

10019

・バドミントンの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バドミントンについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

基本トレーニング１

オーバーヘッドストローク

5

基本トレーニング２

アンダーハンドストローク

6

基本トレーニング３

プッシュ、ドライブ

7

基本トレーニング４

スマッシュレシーブ

8

基本トレーニング５

サーブ

9

大会１

シングルス

10

大会２

シングルス

11

大会３

シングルス

12

ダブルストレーニング

ダブルス戦術

13

大会４

ダブルス

14

大会５

ダブルス

15

大会６

ダブルス

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

また受講生の競技レベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ｉ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

特になし

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(D) (D2)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10146

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅰ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ

技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

プッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）シングルス

の試合体験

分析ノート

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　シングルスの試合体験

分析ノート

第7週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ダブルスのルールと試合

分析ノート

第8週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方　ダブルス試合体験

分析ノート

第9週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップネット（片方のみ）ダブルス試合体験　　　水鳥

シャトル

分析ノート

第10週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習　ショー

トサービスとレシーブ

ドロップネット（片方のみ）ダブルス試合体験　水鳥シャト

ル

分析ノート
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作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

総合復習　グループ学習（8）

ドロップネット（両サイド）ダブルス試合体験　水鳥シャトル

分析ノート

第12週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第13週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第14週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦④

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】障害者スポーツ

　「スポーツ方法実習Ｉ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。特に、「障害者スポーツ」を教材とするこの授業は

複数の種目を実践し、障害者の生活のあり方も含めて考える。

特になし。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(D) (D3)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

10147

　スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養

うことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅰ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポー

ツ技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解する。その中で、特に「障害者スポーツ」は障害の部位や程度も踏まえたルール、技術、実

践の理解と習得に力点を置く。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス　授業のねらいや進め方

「障害者スポーツ」とは何か

2

教材種目１

車椅子の構造と操作，車椅子スポーツのゲーム

3

教材種目２

車椅子バスケットボールの技術，練習方法

4

教材種目２

車椅子バスケットボールの戦術

5

教材種目２

車椅子バスケットボールのゲーム

6

教材種目３

卓球バレー，重度の障害とレクリエーション

7

教材種目４

ブラインドの感覚，ゴールボールの技術と戦術

8

教材種目４

ゴールボールのゲームとその運営

9

教材種目５

レクリエーション，リハビリ，競技，シッティングバレー

ボール

10

教材種目５

シッティングバレーボールの技術と戦術

11

教材種目５

シッティングバレーボールのゲームとその運営

12

教材種目６

健常者と共有できるスポーツ，アーチェリー，立射

13

教材種目６

車椅子，アーチェリー

14

教材種目６

アーチェリー競技，座射

15

まとめ

障害者スポーツについての考えを発表・討論

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　授業への出席とそこでの取り組みを総合的に評価する。100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

日本障害者スポーツ協会　http://www.jsad.or.jp/

　この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にとも

なう授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ｉ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(D) (D4)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10302

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅰ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ

技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

  前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

プッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）シングルス

の試合体験  

分析ノート  

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　シングルスの試合体験

分析ノート  

第7週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ダブルスのルールと試合

分析ノート  

第8週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方　ダブルス試合体験

分析ノート  

第9週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップネット（片方のみ）ダブルス試合体験　　　水鳥

シャトル

分析ノート  

第10週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習　ショー

トサービスとレシーブ

ドロップネット（片方のみ）ダブルス試合体験　水鳥シャト

ル

分析ノート  



2012 年度シラバス立命館大学

作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

総合復習　グループ学習（8）

ドロップネット（両サイド）ダブルス試合体験　水鳥シャトル

分析ノート  

第12週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート  

第13週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート  

第14週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦④

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て  

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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2012 年度シラバス立命館大学

 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ｉ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(D) (D5)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10874

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅰ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ

技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

プッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）シングルス

の試合体験

分析ノート

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　シングルスの試合体験

分析ノート

第7週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ダブルスのルールと試合

分析ノート

第8週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方　ダブルス試合体験

分析ノート

第9週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップネット（片方のみ）ダブルス試合体験　　　水鳥

シャトル

分析ノート

第10週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習　ショー

トサービスとレシーブ

ドロップネット（片方のみ）ダブルス試合体験　水鳥シャト

ル

分析ノート



2012 年度シラバス立命館大学

作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

総合復習　グループ学習（8）

ドロップネット（両サイド）ダブルス試合体験　水鳥シャトル

分析ノート

第12週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第13週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第14週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦④

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学



2012 年度シラバス立命館大学

 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ｉ」（バドミントン）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・

集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程

そのものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅰ(D) (D6)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

11454

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。本クラスでは、バドミントンを教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ技能の習得方法、スポー

ツ技術の分析方法を理解します。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス　授業のねらいや進め方

教場の使用上の注意

受講上の諸注意用器具の使用方法及び評価方法

2

グループ編成

経験者を中心に、６グループ編成

－学習活動方法を指示

3－5

個人技能の習得

グリップ、各種フライトの特性と実践

6－11

ゲーム①（シングルス）

ルールの理解、有効なサービス、位置取り他

12－14

ゲーム②（ダブルス）

ルールの理解、有効なサービス、位置取り他、

15

まとめ

課題レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 
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【教材種目】エアロビクス

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養とコミュニケーション文化の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やス

ポーツ技術・集団コミュニケーションに関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

成果だけでなく、授業への取り組み、その過程の姿勢と課題に対する掘り下げを重視します。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A1)

担当者名 /  Instructor 砂連尾 理

10777

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」は、具体的な運動を教材として取りあげながら、個人技能だけに偏らず、グループワークに学習の重点を

置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第一回

ガイダンス　授業のねらいや進め方。

第二回

基本的な身体技能の構造の理解と実習１

様々な歩く、走るからの考察。

第三回

基本的な身体技能の構造の理解と実習２

呼吸法、様々なコンタクト。

第四回

基本的な身体技能の構造の理解と実習３

脱力。真似る動きからの考察。

第五回

教材種目によるスポーツ技術の分析１

鉛筆、ティッシュ等を使って動く。

第六回

教材種目によるスポーツ技術の分析２

マットを使って身体を感じる。

第七回

教材種目によるスポーツ技術の分析３

楽器を使い、音と動きの考察。

第八回

中間振り返り。いままでのディスカッション。

第九回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営１

伝達ゲームを動きにする。

第十回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営２

絵を使って動きを作る。

第十一回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営３

自己紹介を動きにしていく。

第十二回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営４

映像を使い、動きを分析する。

第十三回

クリエーション１　対話から動きを発見、発展させていく。

グループムーブメント

第十四回

クリエーション２　自己と向き合い、動いてみる。

ソロムーブメント

第十五回

まとめの振り返り。レポート作成。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】エアロビクス

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養とコミュニケーション文化の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やス

ポーツ技術・集団コミュニケーションに関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

成果だけでなく、授業への取り組み、その過程の姿勢と課題に対する掘り下げを重視します。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A2)

担当者名 /  Instructor 砂連尾 理

10980

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」は、具体的な運動を教材として取りあげながら、個人技能だけに偏らず、グループワークに学習の重点を

置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第一回

ガイダンス　授業のねらいや進め方。

第二回

基本的な身体技能の構造の理解と実習１

様々な歩く、走るからの考察。

第三回

基本的な身体技能の構造の理解と実習２

呼吸法、様々なコンタクト。

第四回

基本的な身体技能の構造の理解と実習３

脱力。真似る動きからの考察。

第五回

教材種目によるスポーツ技術の分析１

鉛筆、ティッシュ等を使って動く。

第六回

教材種目によるスポーツ技術の分析２

マットを使って身体を感じる。

第七回

教材種目によるスポーツ技術の分析３

楽器を使い、音と動きの考察。

第八回

中間振り返り。いままでのディスカッション。

第九回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営１

伝達ゲームを動きにする。

第十回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営２

絵を使って動きを作る。

第十一回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営３

自己紹介を動きにしていく。

第十二回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営４

映像を使い、動きを分析する。

第十三回

クリエーション１　対話から動きを発見、発展させていく。

グループムーブメント

第十四回

クリエーション２　自己と向き合い、動いてみる。

ソロムーブメント

第十五回

まとめの振り返り。レポート作成。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバスケットボールの技術的目標を設定しその目

標を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影

を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A3)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

11381

・バスケットボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バスケットボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入　

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術3

チーム戦術の応用

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術3

チーム戦術の応用

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバスケットボールの技術的目標を設定しその目

標を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影

を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A4)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

11557

・バスケットボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バスケットボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式　

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入　

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術3

チーム戦術の応用

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術3

チーム戦術の応用

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバスケットボールの技術的目標を設定しその目

標を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影

を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A5)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

11767

・バスケットボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バスケットボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入　

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術3

チーム戦術の応用

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術3

チーム戦術の応用

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】ソフトボール

「スポーツ方法実習II」（ソフトボール）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるため

に必要な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめ

ざす。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A6)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

12271

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、ソフトボールを教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きなが

ら、スポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的とする。男女共学で行うため体力的ハン

ディのある女子学生には特別ルールを設け、クラス内で活発に話し合いコミュニケーション能力を養う。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回 

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回 

ソフトボールの概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回 

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習・女

子学生には特別ルールを設ける）

第4回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習と

練習方法の理解）

第5回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習と練習方法の理解）

第6回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習と練習方法の理解)

第7回 

技術の分析１　（個人のスポーツ技術分析とトレーニング

課題）

第8回 

技術の分析２　（対人関係のスポーツ技術分析とトレーニ

ング課題）

第9回 

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回 

 教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回 

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回 

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・分析結果とプランの提案）

第13回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）

第14回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第15回 

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】ソフトボール

「スポーツ方法実習II」（ソフトボール）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるため

に必要な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめ

ざす。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A7)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

12420

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、ソフトボールを教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きなが

ら、スポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解する.男女共学で行うため体力的ハンディのある女子学

生には、特別ルールを設けクラス内で活発に話し合いコミュニケーション能力を養うことを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回 

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回 

ソフトボールの概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回 

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習・女

子学生には特別ルールを設ける）

第4回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習と

練習方法の理解）

第5回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習と練習方法の理解）

第6回 

基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習と練習方法の理解)

第7回 

技術の分析１　（個人のスポーツ技術分析とトレーニング

課題）

第8回 

技術の分析２　（対人関係のスポーツ技術分析とトレーニ

ング課題）

第9回 

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回 

教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回 

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回 

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・分析結果の評価とプランの提案）

第13回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第14回 

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）

第15回 

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】柔道・護身術

「スポーツ方法論」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象とし

て授業を展開します。柔道・護身術は、基本動作をはじめ、対人的技能、応用的技能の習熟を目指します。また対人的競技の特性上、相手を敬

う礼法を養うと共に安全に留意する態度と能力を養う。

　特に無し

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A8)

担当者名 /  Instructor 平野 嘉彦

12860

　スポーツの科学的な知識・視点を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開します。

柔道・護身術では、基本技術から応用技能へと学習段階を進め、互いに技の攻撃・防禦が出来る能力を養う。また相手との攻防を通して、心身

の力を も有効に活用することを学びとする。

さらには講道館護身術の形の理解と実践により、不測の事態への対応の仕方を体得する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

　ガイダンス　授業のねらいや進め方

　柔道の歴史、服装、履修上の注意事項等の説明

２

　礼法、基本動作の理解と実践

　立礼・座礼の仕方、基本動作（姿勢、受身、身体の移

動、組み方、体捌き）

３

　補強運動、基本動作の理解と実践

　基本動作の受身の修得に重点を置く。寝姿勢や立ち

姿勢の倒れ方、後方と側方への安全な

　受身の仕方を練習します。

４

　補強運動、基本動作の理解と実践（反復学習）、対人的

技能の理解と実践：固技　その１

　基本動作、対人的技能：固技（抑技ー袈裟固、横四方

固、上四方固）

５

　補強運動、基本動作の理解と実践（反復学習）、対人的

技能の理解と実践：固技　その２

　基本動作、対人的技能：固技（絞技ー裸絞、送襟絞、

片羽絞）、活法の説明

６

　補強運動、基本動作の理解と実践（反復練習）、対人的

技能の理解と実践：固技　その３

　基本動作、対人的技能：固技（関節技ー腕緘、腕挫十

字固、腕挫腕固、腕挫脇固）

７

　基本動作、対人的技能：投技の理解と実践　その１

　手技（浮落、体落、背負投、肩車、双手刈）現行の禁

止技についても説明。

８

　基本動作、対人的技能：投技の理解と実践　その２

　腰技（浮腰、大腰、釣込腰、払腰、移腰）

９

　基本動作、対人的技能：投技の理解と実践　その３

　足技（支釣込足、大内刈、小内刈、大外刈、送足払、

内股）

１０

　応用的技能の実践　講道館護身術の理解と実践　

　お互いに技の攻撃・防禦を行う。但し、経験不足者

は、分習法により技の攻防を実践する。

　また護身術の形を学び、相手の攻撃に対する対応の

仕方を体得する。その１

１１

　応用的技能の実践、講道館護身術の理解と実践　

　技の攻撃・防禦。護身術の体得　その２

１２

　応用的技能の向上、講道館護身術の理解と実践　

　技の攻防を通して、相手の技に反応しながら自分の技

を掛ける技術の修得。

　護身術の体得　その３

１３

　応用的技能の向上、試合練習、講道館護身術の理解と

実践

　互いに技の攻防を展開できる能力を養う。護身術の体

得　その４

１４

　応用技能の向上、試合練習、講道館護身術の理解と実

践

　互いに技の攻防を展開できる能力を養う。護身術の演

武を行い。互いに学習成果を発表する。

１５

　総括（基本動作の体得に基づいた、応用技能の実践）

　まとめ（試合と護身術の演武祭）
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

　技能優秀者は、書類推薦による日本伝講道館柔道の昇段も可能です。

　但し、申請条件がありますので、詳細については担当者に相談して下さい。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・授業への参加度と授業態度　70％

・技能の習熟度　20％

・レポート　10％

＊但し、原則として出席回数が２/３未満の者は評価

　　しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】バスケットボール

「スポーツ方法実習II」（バスケットボール）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高める

ために必要な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応

した実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うこと

をめざす。 

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(A) (A9)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

12861

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、バスケットボールを教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置き

ながら、スポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

グループ編成

経験者中心に4グループ

3－4

個人技能の習得

パス・シューティング（ランニング・ジャンピング）

5－6

組織プレー①（アウトナンバー）

速攻のポイント（2対1、3対2）

7

組織プレー③

ボールのもらい方、マークマン、スクリーン

8－14

ゲーム

フォーメーション

15

まとめ

課題レポートの提出

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 
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【教材種目】サッカー

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがサッカーの技術的目標を設定しその目標を達成

するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(B) (B1)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

10229

・サッカーの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自分の運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス　

授業のねらいや進め方

2

サッカーについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術３

チーム戦術の応用

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】サッカー

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがサッカーの技術的目標を設定しその目標を達成

するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(B) (B2)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

10397

・サッカーの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自分の運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス　

授業のねらいや進め方

2

サッカーについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術３

チーム戦術の応用

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．原谷グラウンドでの授業（サッカー・ソフトボール）専用スクールバスについて

第１体育館前からスクールバスで移動します。（時間厳守）料金は無料です。

　　発車時刻　　２時限目 10:30～10:35     ３時限目 12:35～12:45

　※乗り遅れた場合は、市バス（立命館大学前バス停からM1原谷行き、終点下車）を利用してください。バイクでの移動は認めていません。雨天

の場合は原谷尚友館で授業を行いますので、天候に関係なく原谷へ移動してください。

５．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】バレーボール

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバレーボールの技術的目標を設定しその目標

を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を

行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(B) (B3)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

12728

・バレーボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自分の運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バレーボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】バレーボール

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバレーボールの技術的目標を設定しその目標

を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を

行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(B) (B4)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

12862

・バレーボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自分の運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バレーボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％



2012 年度シラバス立命館大学

必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】バレーボール

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバレーボールの技術的目標を設定しその目標

を達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を

行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(B) (B5)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

13063

・バレーボールの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自分の運動特性について理解する

・チーム練習の組み立て方を理解する

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バレーボールについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

チーム編成

ゲーム形式

5

ゲーム分析

チーム戦略の作成、ゲーム形式

6

オフェンス戦術１

チーム戦術の導入

7

オフェンス戦術２

チーム戦術の確立

8

オフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

9

ディフェンス戦術１

チーム戦術の導入

10

ディフェンス戦術２

チーム戦術の確立

11

ディフェンス戦術３

チーム戦術の応用　

12

大会１

リーグ戦

13

大会２

リーグ戦

14

大会３

リーグ戦

15

大会４

リーグ戦

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

固定したグループを作り授業を進める。自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。また受講生の競技レ

ベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習II」（卓球）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるために必要

な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、

実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめざす。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(C) (C1)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

10234

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、卓球を教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きながら、ス

ポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回  

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回  

卓球の概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回  

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習）

第4回  

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習と

練習方法の理解）

第5回  

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習と練習方法の理解）

第6回  

基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習と練習方法の理解)

第7回  

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（個人のスポー

ツ技術分析とトレーニング課題）

第8回  

教材種目によるスポーツ技術の分析２　（対人関係のス

ポーツ技術分析とトレーニング課題）

第9回  

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回  

 教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回  

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回  

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・分析結果とプランの提案）

第13回  

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）

第14回  

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第15回  

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習II」（卓球）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるために必要

な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、

実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめざす。 

特になし 

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(C) (C2)

担当者名 /  Instructor 藤田 茂

10405

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、卓球を教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きながら、ス

ポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

ガイダンス　授業のねらいや進め方

第2回

卓球の概要（ルール、プレイなどの解説）

第3回

グループ編成　（教材種目の基本動作の説明と実習）

第4回

基本的な身体技能の構造の理解と実習１　（基本練習と

練習方法の理解）

第5回

基本的な身体技能の構造の理解と実習２　（グループ

ワークを取り入れた基本練習と練習方法の理解）

第6回

基本的な身体技能の構造の理解と実習３　（グループ

ワークを取り入れた応用練習と練習方法の理解)

第7回

技術の分析１　（個人のスポーツ技術分析とトレーニング

課題）

第8回

技術の分析２　（対人関係のスポーツ技術分析とトレーニ

ング課題）

第9回

教材種目によるスポーツ技術の分析１　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・動作の記述法）

第10回

教材種目によるスポーツ技術の分析２　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第11回

教材種目によるスポーツ技術の分析３　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・記録の整理）

第12回

教材種目によるスポーツ技術の分析４　（ゲーム／パ

フォーマンス分析・分析結果とプランの提案）

第13回

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営１　（運営の

ための役割の提案とまとめ）

第14回

教材種目を利用した総合的なスポーツ運営２　（運営の

総合的提案とまとめ）
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

教材種目に関連するＨＰは授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第15回

まとめ　（ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法の整

理）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループ評価　　      10％

レポート（1回）　　　 30％

出席および授業態度　　60％

＊ただし、原則として出席日数が2/3未満の者は

評価しない。

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】エクササイズ

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体の機能と構造の変化をもたら

すための理論を学習し、実行できることを目的とし、生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では実践を通して

学習を行うために受講生それぞれが目標を設定しトレーニングを行ってもらう。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(C) (C3)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

10989

・身体の機能、構造的変化のメカニズムを理解する

・目的に合わせて必要なトレーニング計画を作成できる

週一回のトレーニングでは効果は当然少ないため、トレーニング計画は授業時間がトレーニングの一部となる組み方をする。また受講生の競技

レベルによって内容の変更を行うこともある。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

トレーニングルームの利用方法について

3

目標の設定とトレーニング計画の作成

現状の評価、計画表

4

トレーニングの原理と実践１

漸進性、過負荷、特異性

5

トレーニングの原理と実践２

漸進性、過負荷、特異性

6

基本トレーニング１

有酸素トレーニング

7

基本トレーニング２

マシーントレーニング

8

基本トレーニング３

ダンベルトレーニング

9

基本トレーニング４

バーベルトレーニング

10

応用トレーニング１

有酸素トレーニング

11

応用トレーニング２

マシーントレーニング

12

応用トレーニング３

ダンベルトレーニング

13

応用トレーニング４

バーベルトレーニング

14

応用トレーニング５

プライオメトリックトレーニング

15

トレーニングの総括

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】ダンス

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養とコミュニケーション文化の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やス

ポーツ技術・集団コミュニケーションに関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した

実践、実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

成果だけでなく、授業への取り組み、その過程の姿勢と課題に対する掘り下げを重視します。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(C) (C4)

担当者名 /  Instructor 砂連尾 理

11128

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」は、具体的な運動を教材として取りあげながら、個人技能だけに偏らず、グループワークに学習の重点を

置き、スポーツ技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第一回

ガイダンス　授業のねらいや進め方。

第二回

基本的な身体技能の構造の理解と実習１

様々な歩く、走るからの考察。

第三回

基本的な身体技能の構造の理解と実習２

呼吸法、様々なコンタクト。

第四回

基本的な身体技能の構造の理解と実習３

脱力。真似る動きからの考察。

第五回

教材種目によるスポーツ技術の分析１

鉛筆、ティッシュ等を使って動く。

第六回

教材種目によるスポーツ技術の分析２

マットを使って身体を感じる。

第七回

教材種目によるスポーツ技術の分析３

楽器を使い、音と動きの考察。

第八回

中間振り返り。いままでのディスカッション。

第九回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営１

伝達ゲームを動きにする。

第十回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営２

絵を使って動きを作る。

第十一回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営３

自己紹介を動きにしていく。

第十二回

教材種目を利用した創造的なスポーツ運営４

映像を使い、動きを分析する。

第十三回

クリエーション１　対話から動きを発見、発展させていく。

グループムーブメント

第十四回

クリエーション２　自己と向き合い、動いてみる。

ソロムーブメント

第十五回

まとめの振り返り。レポート作成。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習II」（卓球）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるために必要

な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、

実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめざす。 

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(C) (C5)

担当者名 /  Instructor 金 尚憲

12128

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、卓球を教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きながら、ス

ポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回  

ガイダンス　

授業のねらいや進め方

第2回  

卓球の基本的動きの説明

ルール、ペンホルダー、シェイクハンド等

第3回  

 個人トレーニング

ペンホルダー、シェイクハンド等

第4回  

 ドライブトレーニング１

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

第5回  

ドライブトレーニング２

フォアハンドドライブ、バックハンドドライブ

第6回  

カットトレーニング１

カット

第7回  

カットトレーニング２

カット

第8回  

サーブトレーニング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サーブ

第9回  

レシーブ１　

ツッツキ、ストップ、フリック

第10回  

レシーブ２

ツッツキ、ストップ、フリック

第11回  

試合1

シングルス

第12回  

試合2

シングルス

第13回  

試合3

シングルス・ダブルス

第14回  

試合4

シングルス・ダブルス

第15回  

試合5

シングルス・ダブルス

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 レポート（１回）30％、出席率及び授業姿勢70％

ただし、出席回数が2/3未満の者は評価の対象としない。

100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

授業中必要に応じて紹介する。 

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

学生との直接対話／Talk with Students
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習II」（卓球）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるために必要

な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、

実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめざす。 

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(C) (C6)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

12419

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、卓球を教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きながら、ス

ポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス  

授業のねらいや進め方

用器具の使用方法

2-4

導入

グループ編成、ゲームやプレイ、身体運動などの成り立

ち、及び技術要素について把握する

5-7

ゲーム（シングルス）

ゲーム解析の視点、方法を学ぶ

8-14

ゲーム（ダブルス）

ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法について学

ぶ

15

まとめ

課題レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法実習II」（卓球）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるために必要

な身体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、

実習を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめざす。 

「スポーツ方法実習Ⅱ」は「スポーツ方法実習Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。

一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に

関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(C) (C7)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

13065

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的

な能力を養うことをめざす。本クラスでは、卓球を教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセスを学ぶことに重点を置きながら、ス

ポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的としています。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス  授業のねらいや進め方

用器具の使用方法

2-4

導入

グループ編成、ゲームやプレイ、身体運動などの成り立

ち、及び技術要素について把握する

5-7

ゲーム（シングルス）

ゲーム解析の視点、方法を学ぶ

8-14

ゲーム（ダブルス）

ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法について学

ぶ

15

まとめ

課題レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(D) (D1)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10230

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ

技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）ダブルス

のルールと試合体験

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方

分析ノート

第7週

総合復習　ドロップネット（片サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　　水鳥シャトル

分析ノート

第8週

総合復習　ドロップネット（両サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　水鳥シャトル

分析ノート

第9週

シングルス総当たり戦①

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第10週

シングルス総当たり戦②

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート
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作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

シングルス総当たり戦③

グループに分け各グループ内での試合　　　　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第12週

シングルス総当たり戦④

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　ダブルス

パートナー決定　水鳥シャトル

分析ノート

第13週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第14週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(D) (D2)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10399

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ

技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）ダブルス

のルールと試合体験

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方

分析ノート

第7週

総合復習　ドロップネット（片サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　　水鳥シャトル

分析ノート

第8週

総合復習　ドロップネット（両サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　水鳥シャトル

分析ノート

第9週

シングルス総当たり戦①

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第10週

シングルス総当たり戦②

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート



2012 年度シラバス立命館大学

作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

シングルス総当たり戦③

グループに分け各グループ内での試合　　　　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第12週

シングルス総当たり戦④

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　ダブルス

パートナー決定　水鳥シャトル

分析ノート

第13週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シ

分析ノート

第14週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】障害者スポーツ

　「スポーツ方法実習II」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践を組織的・継続的な活動に高めるために必要な身

体やスポーツ技術・集団に関する幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習

を重視し、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開する。継続的な生涯スポーツ実践のための基礎的な能力を養うことをめざす。特

に、「障害者スポーツ」を教材とするこの授業は複数の種目を実践し、障害者の生活および集団的実践のあり方も含めて考える。

特になし。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(D) (D3)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

10396

　スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、継続的な生涯スポーツ実践のための基礎

的な能力を養うことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」では、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として集団や組織のプロセス

を学ぶことに重点を置きながら、スポーツ技能向上のためのトレーニング方法ならびに組織的な運営手法などを理解することを目的とする。特に

「障害者スポーツ」は障害がある身体の部位や程度も踏まえたトレーニング，ルール、技術、実践の理解と習得に力点を置くと同時にその集団や

組織のあり方についても考えていく。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス　授業のねらいや進め方

「障害者スポーツ」と健常者，社会

2

教材種目１

健常者と共有できるスポーツ，アーチェリー，立射

3

教材種目１

車椅子，アーチェリー

4

教材種目１

アーチェリー競技，座射

5

教材種目２

レクリエーション，リハビリ，競技，シッティングバレー

ボール

6

教材種目２

シッティングバレーボールの技術と戦術

7

教材種目２

シッティングバレーボールのゲームとその運営

8

教材種目３

卓球バレー，重度の障害とレクリエーション

9

教材種目４

ブラインドの感覚，ゴールボールの技術と戦術

10

教材種目４

ゴールボールのゲームとその運営

11

教材種目６

車椅子の構造と操作，車椅子スポーツのゲーム

12

教材種目６

車椅子バスケットボールの技術，練習方法

13

教材種目６

車椅子バスケットボールの戦術

14

教材種目６

車椅子バスケットボールのゲーム

15

まとめ

障害者スポーツについての考えを発表・討論

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　授業への出席とそこでの取り組みを総合的に評価する。100 ％
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特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

日本障害者スポーツ協会　http://www.jsad.or.jp/

  この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にとも

なう授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】バドミントン

スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(D) (D4)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10778

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ

技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）ダブルス

のルールと試合体験

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方

分析ノート

第7週

総合復習　ドロップネット（片サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　　水鳥シャトル

分析ノート

第8週

総合復習　ドロップネット（両サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　水鳥シャトル

分析ノート

第9週

シングルス総当たり戦①

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第10週

シングルス総当たり戦②

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート
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作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

シングルス総当たり戦③

グループに分け各グループ内での試合　　　　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第12週

シングルス総当たり戦④

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　ダブルス

パートナー決定　水鳥シャトル

分析ノート

第13週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第14週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関す

る幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを

学びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(D) (D5)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10984

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法実習Ⅱ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ

技能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）ダブルス

のルールと試合体験

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方

分析ノート

第7週

総合復習　ドロップネット（片サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　　水鳥シャトル

分析ノート

第8週

総合復習　ドロップネット（両サイド）シングルス・ダブルス

練習試合　水鳥シャトル

分析ノート

第9週

シングルス総当たり戦①

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第10週

シングルス総当たり戦②

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート
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作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

シングルス総当たり戦③

グループに分け各グループ内での試合　　　　　　　　　水

鳥シャトル

分析ノート

第12週

シングルス総当たり戦④

ＡＢＣグループに分け各グループ内での試合　ダブルス

パートナー決定　水鳥シャトル

分析ノート

第13週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第14週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法実習Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツを実践するために必要な「技術の獲得方法」を学習し、生

涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では受講生一人ひとりがバドミントンの技術的目標を設定しその目標を

達成するための計画を作成してもらい、実践を通じて学習を進めていく。「スポーツ方法実習Ⅱ」はダブルスを中心に行う。また運動特性を理解

するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 1

スポーツ方法実習Ⅱ(D) (D6)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

11129

・バドミントンの技術の獲得方法を理解し実行できる

・自らの運動特性について理解する

自分のプレイだけでなく他の受講生のプレイの上達にも積極的に関与してください。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

バドミントンについて

ルール、プレイなどの解説

3

トレーニング方法について

現状の評価、目標の設定

4

基本トレーニング１

オーバーヘッドストローク

5

基本トレーニング２

アンダーハンドストローク

6

基本トレーニング３

プッシュ、ドライブ

7

基本トレーニング４

スマッシュレシーブ

8

基本トレーニング５

サーブ

9

ダブルストレーニング

ダブルス戦術

10

大会１

ダブルス

11

大会２

ダブルス

12

大会３

ダブルス

13

大会４

ダブルス

14

大会５

ダブルス

15

大会６

ダブルス

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。レポートと授業態度を合わせて評価

する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

また受講生の競技レベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法論Ｉ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体やスポーツ技術・集団に関する

幅広い知識と分析能力を身につける。さらにはスポーツの科学的な知識・視点を総合的に適応した実践、実習を重視し、実践過程そのものを学

びの対象として授業を展開する。生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 

具体的には

1）スポーツ実践における創造性の探求とLiberal artsについて

2）スポーツを媒介としたコミュニケーション能力開発　

単位数 /  Credit 2

スポーツ方法論Ⅰ (1)

担当者名 /  Instructor 今村 悟

10682

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。「スポーツ方法論Ⅰ」は、具体的なスポーツ種目を教材として取りあげながら、主として個人技能に学習の重点を置き、スポーツ技

能の習得方法、スポーツ技術の分析方法を理解します。 

具体的には

1）積極性　2）基本技術・ルールの習得　3）技術の実践応用　4）体力の回復と維持

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1週

ガイダンス　授業の進め方　評価方法

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握り方　

シャトルの扱いについて　

第2週

シングルスのルールとコートの広さ　ラケットの握りとスイ

ング　クリアの打ち方と乱打　

ドライブの打ち方　ロングサービスの打ち方　シングルス

の試合体験

第3週

前週の復習　フットワーク（1歩）バックハンドの打ち方　

サービス（ロング・ショート）

シングルスの試合体験

第4週

前週の復習　フットワーク（3歩）　グループ学習（8）　ヘア

ピンの打ち方

サービス（ロング・ショート）シングルスの試合体験

第5週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

プッシュの打ち方　サービス（ロング・ショート）シングルス

の試合体験

分析ノート

第6週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

スマッシュの打ち方　シングルスの試合体験

分析ノート

第7週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ダブルスのルールと試合

分析ノート

第8週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップの打ち方　ダブルス試合体験

分析ノート

第9週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習

ドロップネット（片方のみ）ダブルス試合体験　　　水鳥

シャトル

分析ノート

第10週

フットワーク（3歩）　グループ学習（8）前週の復習　ショー

トサービスとレシーブ

ドロップネット（片方のみ）ダブルス試合体験　水鳥シャト

ル

分析ノート
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作成した資料を第2回の授業で配布する

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。 

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

第1体育館1階講師控室　昼休み

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11週

総合復習　グループ学習（8）

ドロップネット（両サイド）ダブルス試合体験　水鳥シャトル

分析ノート

第12週

ダブルス総当たり戦①

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第13週

ダブルス総当たり戦②

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート

第14週

ダブルス総当たり戦③

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

分析ノート 終提出日

第15週

ダブルス総当たり戦④

全員がパートナーを固定して試合を行う　　　水鳥シャト

ル

授業のまとめ　レポートについて　自己点検評価につい

て

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・1/3を超える欠席は評価の対象としない

・レポート　分析ノート　自己評価点を総合して評価する

100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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 【教材種目】エクササイズ

 ｢人身受難、今既受」という言葉がある。人間として生まれた喜び、命の大切さ、そして人生、一度しかないことを考え、｢スポーツ方法論｣（エクサ

サイズ）では、スポーツを実践することにより、各人の健康を考えることに重点を置いて、授業を展開する。

　｢スポーツ方法論Ⅱ」ではさらに展開するために、可能な限り受講されることが望ましい。　

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

単位数 /  Credit 2

スポーツ方法論Ⅰ (2)

担当者名 /  Instructor 長谷川 豪志

10684

　各人がこの授業の到達目標を設定する。そして毎回の授業の 初に授業の進行計画を記入、その計画に基づき授業を進行させる。そして終

了時に計画通りに実施できたか等を振り返る。そして全体として、今後の人生の健康管理、生活習慣として能力を養成する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

ガイダンス：登録者の確認、授業の狙いや進め方等。

２

授業で使用する資料等の配布、また必要資料に記入等、

またトレーニングルームの機器等について使用説明や使

用等に際しての注意事項等。

３－１３

各人のこの授業の到達目標に向かって、トレーニング

ルームの機器を用いて、授業に取り組む。そして終了時

には有意義で効果があるように実施していく。

１４

２－１３回の授業の実施内容を確認、修正しながら、１４

回の授業を実施していく。

１５

まとめ授業。各人の成果をレポートにまとめていく。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 



2012 年度シラバス立命館大学

【教材種目】卓球

「スポーツ方法論」（卓球）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対

象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 「スポーツ方法論Ⅰ」では、主として個人技能に学習の重点を

おいて行われる。 

事前登録科目 「スポーツ方法論Ⅰ」で学んだ内容を「スポーツ方法論Ⅱ」ではさらに展開するため、可能な限り両科目を受講することが望まし

い。一般教養科目「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健

康に関する理論的な背景も学ぶことができ、より理解が深まる。 

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

単位数 /  Credit 2

スポーツ方法論Ⅰ (3)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

12206

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス：授業のねらいや進め方

用器具の使用方法

2-4

導入

グループ編成、ゲームやプレイ、身体運動などの成り立

ち、及び技術要素について把握する

5-10

シングルス

ゲーム解析の視点、方法を学ぶ

11-14

ダブルス

ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法について学

ぶ

15

まとめ

課題レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 
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 【教材種目】エクササイズ

「スポーツ方法論Ⅱ」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、生涯を通してスポーツ実践するために必要な身体の機能と構造の変化をもたらす

ための理論を学習し、実行できることを目的とし、生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。 そこで、本実習では実践を通して学

習を行うために受講生それぞれが目標を設定しトレーニングを行ってもらう。また運動特性を理解するために簡易なスポーツテストやビデオ撮影

を行う。

「スポーツのサイエンス」などの講義で理論的な背景を学習すると、より理解が深まる。

平常点評価として使用する課題レポートの提出を一度求める。

単位数 /  Credit 2

スポーツ方法論Ⅱ (1)

担当者名 /  Instructor 細野 裕希

10773

・身体の機能、構造的変化のメカニズムを理解する

・目的に合わせて必要なトレーニング計画を作成できる

週一回のトレーニングでは効果は当然少ないため、トレーニング計画は授業時間がトレーニングの一部となる組み方をする。また受講生の競技

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方

2

トレーニングルームの利用方法について

3

目標の設定とトレーニング計画の作成

現状の評価、計画表

4

トレーニングの原理と実践１

漸進性、過負荷、特異性

5

トレーニングの原理と実践２

漸進性、過負荷、特異性

6

基本トレーニング１

有酸素トレーニング

7

基本トレーニング２

マシーントレーニング

8

基本トレーニング３

ダンベルトレーニング

9

基本トレーニング４

バーベルトレーニング

10

応用トレーニング１

有酸素トレーニング

11

応用トレーニング２

マシーントレーニング

12

応用トレーニング３

ダンベルトレーニング

13

応用トレーニング４

バーベルトレーニング

14

応用トレーニング５

プライオメトリックトレーニング

15

トレーニングの総括

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 2/3以上の授業に出席した者のみ成績評価の対象とする。トレーニング記録をレポートとしてま

とめてもらい、授業態度と合わせて評価する。出席点の加点は行わない。

100 ％
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必要に応じてその都度プリント等を配布する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

レベルによって内容の変更を行うこともある。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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 【教材種目】バドミントン

「スポーツ方法論」（バドミントン）では、スポーツを教養の一つと位置づけ、スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学

びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。

「スポーツ方法論Ⅱ」では、主としてスポーツ実践に関わる諸要素の結合・統合をはかり、個々のチームの練習・トレーニングの計画 ・立案・評価

方法について学ぶ。 

「スポーツ方法論Ⅱ」は「スポーツ方法論Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。 一般教養科目

「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に関する理論的

な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

単位数 /  Credit 2

スポーツ方法論Ⅱ (2)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

11553

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス：授業のねらいや進め方

用器具の使用方法

2－4

導入

グループ編成、ゲームやプレイ、身体運動などの成り立

ち、及び技術要素について把握する

5－7

ゲーム（シングルス）

ゲーム解析の視点、方法を学ぶ

8－14

ゲーム（ダブルス）

ゲーム解析の視点、方法を学ぶ

15

まとめ

課題レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 
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【教材種目】卓球

「スポーツ方法論」では、スポーツを教養の一つと位置づけ、スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象とし

て授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養うことをめざす。

「スポーツ方法論Ⅱ」（卓球）では、主としてスポーツ実践に関わる諸要素の結合・統合をはかり、個々のチームの練習・トレーニングの計画 ・立

案・評価方法について学ぶ。 

「スポーツ方法論Ⅱ」は「スポーツ方法論Ⅰ」で学んだ内容を展開するものであり、可能な限り両科目を受講することが望ましい。 一般教養科目

「スポーツのサイエンス」や「現代人とヘルスケア」、全学副専攻スポーツ科学コースを合わせて履修することで、スポーツや健康に関する理論的

な背景も学ぶことができ、より理解が深まる

特に指定するものはないが、必要に応じてその都度プリント等配布する。

授業中必要に応じて紹介する。

授業中必要に応じて紹介する。

この科目は事前登録科目となっているので、各学部の履修要項(事前登録についての項を参照)をよく読んでおくこと。 また、実習(実技)にともな

う授業が展開されるので、健康・体調状態に留意し、必要ならば必ず担当教員に相談すること。

受講にあたっての注意（衣笠）

 １．服装・用具

　運動実習を行いますので運動に適した服装に着替えて各教場に集合してください。また、屋内種目では上履き、屋外種目では運動靴が必要で

す。貸し出しは一切行いませんので、忘れないように注意してください。なお、グラブ・ラケットなどの用具は必要ありません。

 ２．更衣室

単位数 /  Credit 2

スポーツ方法論Ⅱ (3)

担当者名 /  Instructor 稲岡 純史

12279

スポーツの科学的な知識・視点を重視しつつ、実践過程そのものを学びの対象として授業を展開し、生涯スポーツのための基礎的な能力を養う

ことをめざす。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

ガイダンス

授業のねらいや進め方  

用器具の使用方法

2－4

導入

グループ編成、ゲームやプレイ、身体運動などの成り立

ち、及び技術要素について把握する

5－7

ゲーム（シングルス）

ゲーム解析の視点、方法を学ぶ

8－14

ゲーム（ダブルス）

ゲームやプレイ、身体運動を構成する方法について学

ぶ

15

まとめ

課題レポート

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　各教場がある施設・建物には更衣室があります。更衣室には100円コインロッカー（コイン返却式・暗証番号式・両替不可）貴重品は必ず各自が

貴重品ロッカーへ入れ、保管するようにしてください。

 ３．授業中にケガをした場合

直ちに担当教員に報告し指示を受けてください。本学の保健センターまたは病院などで治療を受けた場合は、速やかに学生オフィスに報告してく

ださい。（大学加入の保険より保険金が支払われる場合があります）

４．ガイダンスについて

　第１回目の授業は各クラスとも第１体育館２階競技場でガイダンスを行います。上履きを用意してください。服装は自由です。

拡張項目 



2012 年度シラバス立命館大学

■　文社系学部学生を対象に、高校までに学習した数学と大学で用いる数学の懸橋となるような内容を講義・演習します。数学の有用性を少し

でも理解できるよう出来るだけ具体的な事象を取り上げます。

■　高校で数学Ⅰ・A・Ⅱまでしか学習をしていない受講者もいることを考慮して、高校数学の内容も含めます。　

■  これからの知識基盤社会においては、どのような分野の仕事に就くにせよ数学の基本的概念の理解・活用能力は不可欠です。そのために

は、数学は与えられた問題を解く教科であるという認識から、自然・社会現象を分析する一つの手段であるという認識への転換が必要であり、受

講者がそのことを少しでも理解することを期待します。

なお、

■　この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）で開講し、立命館大学キャンパスでの開講ではありません。

■　キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なるので、必ず確認するようにしてください。

■　履修登録の際には、キャンパスプラザ京都までの移動時間を考慮してください。

高校の教科書或いは参考書の当該単元を読んでおいてぃださお。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（総合） (Z5)

担当者名 /  Instructor 岡 毅

17685

「集合論」､「場合の数と確率・統計」、｢指数関数と対数関数」､｢微分法・積分法」、「行列」の各分野について、基本的概念を理解し、活用できる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

イントロダクション　　集合論（１）　

数学知識の確認　　物を数えるとは？　　有限集合　　

２

集合論（２）

無限集合　　写像

３

集合論（３）

濃度

４

場合の数と確率・統計（１）

場合の数　　順列　　組み合わせ

５

場合の数と確率・統計（２）

試行　　事象　　確率　　条件付き確率　　期待値

６

場合の数と確率・統計（３）

確率分布　　正規分布

７

指数関数と対数関数（１）

指数法則　　指数の拡張　　指数関数

８

指数関数と対数関数（２）

対数計算　　対数関数

９

指数関数と対数関数（３）

常用対数

１０

微分法と積分法（１）

微分係数　　導関数　　微分法の公式　　関数の増減

１１

微分法・積分法（２）

曲線の接線　　定積分　　不定積分

１２

微分法・積分法（３）

面積　　体積

１３

行列（１）

行列の定義　　行列の演算　　

１４

行列（２）

正方行列　　逆行列　　

１５

行列（３）

行列の応用（２次、３次正方行列を中心に）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的な問題により、授業内容の理解と定着状況を測る。40 ％
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プリントを配付。

講義を単に聞くだけではなく、自ら頭と手を使って復習することが大切です。受講者同士での相談、教え合いも積極的に行い理解を深めてくださ

い。

メールアドレス：taoka08@fc.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

平常点評価 次の点を中心に総合的に評価する。

・毎授業毎に実施する簡単な小テスト

・出席状況

60 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

こんなに役立つ数学入門 広田照幸/川西琢也編／筑摩書房／9784480063588／ちくま新書

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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■この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）で開講し、立命館大学では開講しません。

■キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なりますので、必ず確認するようにしてください。

■履修の際は、キャンパスプラザ京都までの移動時間も考慮するよう注意してください。

----------------------------------------------------

数と幾何を素材とした数学入門。我々の日常生活の中のさまざまなところに数学が潜んでいる。また、美と結びついて自然界に現れている。本

講義では、身の回りに潜在する数学、日常に役立つ数学、および自然界に現れる数学について解説する。

特になし。

毎回、授業のテーマについて意見を出し合い、授業内容のコメントを求める。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（総合） (Z7) § 特殊講義（基礎）１ (Z7)

担当者名 /  Instructor 浜畑 芳紀

17695

1. 数と幾何の初等的理論を習得する。

2. 身の回りに潜む数学に気がつく。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

modの数学（１）

合同式

第２回

modの数学（２）

合同式

第３回

数の原子：素数（１）

第４回

数の原子：素数（２）

第５回

暗号理論（１）

第６回

暗号理論（２）

第７回

無理数と背理法

第８回

パスカルの三角形

第９回

フィボナッチ数列

第１０回

黄金比

第１１回

有限体

第１２回

バーコードの数学

符号理論

第１３回

トポロジー（１）

正多面体

第１４回

トポロジー（２）

コーヒーカップとドーナツ

第１５回

トポロジー（３）

ケー二ヒスベルグの橋

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席状況は成績に加味する。毎回提出するコメント、小レポート、および 終レポートなどで評

価する。

100 ％
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授業中に適宜指示する。

授業中に適宜指示する。

毎回授業に出席して、興味をもったテーマについて関連する本を読んで理解を深めることを希望する。

拡張項目 

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

はじめての数論 ジョセフ・Ｈ・シルヴァーマン／ピアソン・エデュケーション／978－4－89471－492－2／

トポロジー集中講義 佐久間一浩／培風館／978－4－563－00365－4／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　本講義は、日本の行政について、一般的に常識として備えておくことが望ましい「国の仕組み」、それとそれぞれの組織の 近の政策課題につ

き、基礎的な知識・知見を養うものとして開講する。

　各回のテーマに沿って中央省庁から、中堅幹部行政官の方々をゲストスピーカーとして招き、各省庁がどのような役割を果たし、また、現在は

どのような行政課題があり、どのような政策を考えているのかを、実際に仕事に就いている人たちから語ってもらう。また、その中で、仕事に携わ

る人が備えていることが望ましい力とその力が要請される所以を、日常の業務体験を通じて語ってもらう。各回の具体的語り手は各省庁の中堅

幹部行政官であり、日本の行政組織の在り方と政策課題を常に念頭に置きながら各自の職務を考えている人たちである。従って、この講義全体

を通じて、受講生が総合的に日本の行政組織全般を見渡して正確な国の行政についての認識と問題意識を構築することを目指している。

　これらを通して、大学生として身につけることとが相応しい教養を養う科目として開講する。

　この講義は、必ずしも公務員・公務従事者といった具体的な進路選択との直接的な関わりを念頭においたものではないが、今の時点で考える

将来進路において国家ないし地方の公務員関係を念頭に置いている者は奮って受講してくれることが望ましい。

※受講特許可発表中　http://www.ritsumei.jp/liberal/index_j.html

受講を許可された学生のみ、受講できます。

※この授業は予備登録科目です（予備登録期間：3月22日（木）～4月6日（金）11:00まで）

　予備登録用HPアドレス→　http://www.ritsumei.jp/liberal/index_j.html

※１・２回生のみを対象としています

※京都衣笠の教室と、BKCの教室の2地点を結んだリアルタイムの遠隔授業です（衣笠で実施しBKCへ配信）

　事前の予備知識は特に必要はないが、受講の過程において、高校卒業までに既に身につけている社会や理科の領域についての総合的知識

の意味をもう一度よく確認することが望ましい。そして受講後は、広く公共政策を論じるために必要な知見がどんなものであるのかを主体的に関

連づけて他の教養科目や学部専門科目を履修することが望ましい。

単位数 /  Credit 2

ヴィジョン形成特殊講義（国の行政組織） (P) § 特殊講義（国の行政組織） (GA) § 特殊講義（基

礎）Ⅰ（国の行政組織） (GA) § 特殊講義（基礎）１（国の行政組織） (GA) § 特殊講義（基礎）（国の

行政組織） (GA) § 特殊講義（教養Ｅ）Ⅰ（国の行政組織） (T)

担当者名 /  Instructor 今仲 康之

12491

・国の行政組織全体に関する高い見識が養える

・各省庁の政策課題と今後の展望について理解できる

・大学で「何をどのような問題意識から学ぶことが重要であるか」を考えるための見識を養える

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１

本講義を受けるにあたって、この授業の目的と到達目標

について、説明する。

国の行政組織について

２

外務省

外交政策の 近の課題と外交官のあり方

３

総務省

地方自治に関する 近の課題と地方行財政のあり方

４

警察庁

国内の治安確保に関する 近の課題と警察行政のあり

方

５

経済産業省

近の景気低迷の原因とこれからの日本の産業のあり

方

６

国土交通省

我国の国土構造のあり方と社会資本の整備の進め方

７

文部科学省

人づくりのあり方と科学技術の進歩への対応

８

財務省

財政に関する 近の課題と日本財政のあり方

９

環境省

地球環境問題へのこれからの対応

１０

農林水産省

食料の自給率向上とこれからの農林水産行政のあり方

１１

法務省

出入国管理と外国人受け入れ政策
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・特にありませんが、各府省庁から出ている白書などが、参考になります。

・適宜、授業において紹介します

・日々、新聞に目を通す習慣をつけておくこと

・毎回、インターネットのホームページなどで、事前に関係する各省庁について調べておくこと

・http://www.e-gov.go.jp/link/index.html

　各府省庁・独立行政法人等（府省別）等のホームページに案内してくれるリンクサイトです

　授業の前に関連する各機関のサイトをチェックすること

・授業スケジュールについて、都合により、招聘省庁やテーマを変更する場合があります

・この授業は、京都衣笠の教室と、BKCの教室の2地点を結んだリアルタイムの遠隔授業です（衣笠で実施しBKCへ配信）

・受講生自身の問題関心・意欲が重要であり、授業においては質疑応答の時間を設けるので、受講生の積極的な参加を求めたい

・いうまでもなく授業に際して、私語・飲食等は、禁止です

・小レポート

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

１２

人事院

国家公務員制度と公務員の果たすべき役割

１３

防衛省

日本を取り巻く安全保障上の課題と防衛政策のあり方

１４

内閣府

内閣府における 近の課題と重要政策の取りまとめの

あり方

１５

厚生労働省

子ども手当、年金のあり方など少子、高齢化への対応

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験により、講義全体の理解度を、評価する。60 ％

平常点評価 それぞれの講義について、小レポートの提出により、その理解度を評価する。40 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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茶道は現在、日本を代表する伝統文化として世界中に知られるようになった。しかし、一般的には未だ、礼儀作法のための稽古事という感覚でと

らえる人が多い。それは茶の湯の本質と全く違った見方と言える。茶道に礼儀作法の要素が全くないとは言わないが、その本質は日本を代表す

る総合的な文化体系であると言えよう。その総合性とは、哲学的な要素などを含む点にある。

　茶が日本に伝来して以来1000年以上も経過しているが、伝来した当初から文化性を備えていたわけではない。本講では、照葉樹文化を代表す

る嗜好飲料である茶を通して、その文化性の特色を探るとともに、わが国の飲料として伝来した茶が、日本独自の文化性を備えた茶道へと変遷

していく過程を明らかにしていきたい。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（茶道文化史） (GA) § 特殊講義（基礎）Ⅰ（茶道文化史） (GA) § ヴィジョン形成特殊講

義（茶道文化史） (GA) § 特殊講義（教養Ｅ）Ⅰ（茶道文化史） (T)

担当者名 /  Instructor 千 玄室

20464

茶道を通じて日本文化を理解する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回（9/10） 

講義

総論～茶の精神

第2回（9/10） 

千玄室客員教授　特別講義

「茶の文化」

第3回（9/10） 

実技

『茶事』解説①

第4回（9/10） 

実技

今日庵茶室見学 露地の扱い　ぞうり・蹲踞・躙口

第5回（9/11） 

講義

茶の伝来～団茶、抹茶、煎茶～

第6回（9/11）

講義

鎌倉時代の喫茶文化

第7回（9/11）

実技

『茶事』解説②

第8回（9/11） 

実技

薄茶Ｄｅｍｏ　干菓子の頂き方

第9回（9/12）

講義

書院飾りと喫茶

第10回（9/12）

講義

わび茶の誕生

第11回（9/12）

実技

薄茶の頂き方

第12回（9/12）

実技

濃茶Ｄｅｍｏ　主菓子縁高の扱い

第13回（9/13）

講義

利休の美意識

第14回（9/13）

講義

茶道の展開

第15回（9/13）

実技

濃茶を頂き方

第16回（9/13）

実技

薄茶を点る

第17回（9/14） 

講義

喫茶と茶道具①

第18回（9/14） 

講義

喫茶と茶道具②

第19回（9/14） 

実技

花を入れる
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学外での授業となりますので、社会人としての一般的なマナーや儀礼を身につけること。

＊授業は裏千家学園(京都市上京区）で行います。（一部講義が立命館大学（衣笠）で行われる場合があります）

集合場所等の詳細については、7月上旬に各学部掲示板で改めて案内しますので、必ず確認してください。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第20回（9/14）

実技

薄茶を点る

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 レポート　 終講義日に課題提示します。提出されたレポート内容を評価します。50 ％

平常点評価 講義と実技への参加態度をもとに評価します。50 ％

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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■この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）で開講し、立命館大学では開講しません。

■キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なりますので、必ず確認するようにしてください。

■履修の際は、キャンパスプラザ京都までの移動時間も考慮するよう注意してください。

----------------------------------------------------

「犯罪学入門」を内容とする。

　現代社会において多くの関心が寄せられている犯罪という社会現象を対象として，その客観的で正確な認識，その原因あるいは促進要因，そ

の防止と犯罪者の矯正および再社会化に有効な手段について，多様な側面から検討を行なう。

刑事法関係の科目

教科書および授業中に参照を指示する文献をはじめとして，できるだけ多くの関係する資料を参照し，読み込むことを期待する。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（総合） (Z1) § 特殊講義（基礎）１ (Z1) § 特殊講義（自由選択）Ⅱ (Z1) § 特殊講義（教

養Ｅ）Ⅰ (Z1)

担当者名 /  Instructor 上田 寛

13457

犯罪について，一般的・表面的に興味を持つだけでなく，学問的な検討対象として，とりわけ刑法および刑事訴訟法における犯罪の捉え方とは

異なる，具体的な社会現象として理解し，その発生とコントロール，原因と対策についての基本的な理解をめざす。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

開講にあたって ─わが国の犯罪現象─

犯罪と社会不安の実態，犯罪学という学問の性格・内

容

2

犯罪の原因，人の生物学的要素と犯罪

犯罪の原因についての考え方，性差・年齢と犯罪，体系

と犯罪，遺伝と犯罪

3

精神障害と犯罪

精神障害とは，統合失調症と犯罪，躁鬱病・てんかんと

犯罪，中毒性精神病と犯罪，知的障害と犯罪，精神病

質・人格障害と犯罪

4

環境と犯罪

人と外界との関係，自然環境と犯罪，経済的諸条件と

犯罪，都市化と犯罪

5

環境と犯罪（続き）

地域社会，学校と犯罪，家庭と犯罪，マスメディアと犯

罪

6

犯罪の対策システム

社会の防犯システム，警察，検察庁・裁判所，刑罰と保

安処分

7

刑罰制度

死刑，身体刑，名誉刑，自由刑，財産刑

8

犯罪者の処遇

施設内処遇と社会内処遇

9

犯罪学の成立と発展

犯罪学理論，犯罪生物学派，犯罪社会学派，多元因子

理論

10

アメリカ犯罪社会学の展開，犯罪学の新しい動向

文化学習理論，緊張理論，統制理論，ラベリング論，

ニュー・クリミノロジーの展開，アボリショニズムの登場

11

犯罪の予防

犯罪予防論の課題，早期予測と再犯予測，性犯罪者の

再犯防止策，社会の組織化と警察活動，CPTED，割れ

窓理論

12

被害者の保護

被害者学の展開，被害者補償制度，被害者の保護に向

けられた諸施策

13

現代社会に特有の犯罪現象とその対策（1）

少年非行の諸問題

14

現代社会に特有の犯罪現象とその対策（2）

暴力団の犯罪，犯罪としての薬物濫用

15

現代社会に特有の犯罪現象とその対策（3）

「ハイテク犯罪」，国際組織犯罪
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法務総合研究所　http://www.moj.go.jp/HOUSO/

警察庁　http://www.npa.go.jp/

担当者の MailAddress：uedakan@law.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 90 ％

平常点評価 10 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 犯罪学講義 ［第2版］   上田　寛／成文堂  ／978-4-7923-1779-9／

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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■この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）で開講し、立命館大学では開講しません。

■キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なりますので、必ず確認するようにしてください。

■履修の際は、キャンパスプラザ京都までの移動時間も考慮するよう注意してください。

----------------------------------------------------

【比較教育入門】

今日のさまざまな教育問題について、日本の実態を諸外国と比較しながら考察する。主にとりあげるテーマは国際比較の意義、世界の教育改

革、教育の国際化、宗教と学校、ニューカマーと学校教育、多文化教育と公教育などである。これらの考察を通して、国際的な視点から日本の教

育の特徴や課題を理解するとともに、国際化時代における教育のあり方を考える。

とくになし。

・各回の授業は特定の論文等の紹介を中心に行うので、事前に読んでおくことが望ましい。第１回目の授業時に論文名等を記載したシラバスを

配布する。

・第９回目の授業時に、日本の教育の改革課題に関する小レポート（約40分）の作成を課するので、自分の目からみて も重要と思われる日本

の教育の改革課題について執筆できるように、事前に準備しておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（総合） (Z2) § 特殊講義（基礎）１ (Z2) § 特殊講義（自由選択）Ⅱ (Z2) § 特殊講義（教

養Ｅ）Ⅰ (Z2)

担当者名 /  Instructor 江原 武一

17676

・国際的な視点から教育の諸問題を考えるための基本的な方法や用語を理解し、活用することができる（知識）。

・自分自身の個人的な教育経験を相対化し、日本の教育のあり方を幅広い視点から論じることができる（価値観・思考）。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回目

イントロダクション：国際比較の意義

ガイダンス、授業の到達目標・進め方・成績評価方法な

ど、各回の授業概要

第２回目 

「学力」神話を超えて

生徒の学習到達度調査（PISA）、学校改革、問題解決

能力、ゆとり世代

第３回目

大学生の基礎学力

大学生の学力低下、高学歴化と少子化、大学教育の改

革、高大連携

第４回目

世界の教育改革の動向

社会のグローバル化、「小さな政府」、情報技術革新、

アカウンタビリティ（説明責任）、学校評価

第５回目

日本の教育のゆくえ

教育改革、中央教育審議会、教育、子育て、学力観、生

涯学習社会

第６回目

アメリカ―地方分権制・多様性・学校選択

地方分権制、多様性、学校選択、チャータースクール、

学校の自律性

第７回目

イギリス―多元的社会・参加・アカウンタビリティ

多元的社会、公費維持学校、全国共通教育課程、参

加、アカウンタビリティ（説明責任）

第８回目

中　国―高学歴化・科教興国・素質教育

高学歴化、科教興国、資源の重点配分、受益者負担、

素質教育

第９回目

中間的考察：まとめと討論

教育の国際比較、教育改革、国民国家、学校教育、多

文化主義

第10回目

国際化と教育

教育の国際化、国際人、国際理解教育、日本語教育、

在日外国人教育

第11回目 

宗教と学校

公教育、多文化社会、価値教育、宗教教育、宗教学習

第12回目

ニューカマーと学校教育

ニューカマー、日本社会、学校文化、「違い」への対処、

「見る」アプローチ

第13～14回目 

多文化教育と公教育

多文化教育、エスニシティ（民族性）、公教育、多文化主

義、公民権運動

第15回目

確認テスト（60分）と解説（30分）
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とくに指定しないが、各回の授業で紹介する論文等は主に下記の参考書から採用する。第15回目の確認テスト（60分）では授業で講義した内

容にもとづいて出題する。

各回の授業で紹介する論文等は主に上記の参考書から採用する。参考書所収の他の章や引用文献、参考文献を参考にして、自分が関心

のあるテーマについて必要な情報を入手することができる。

・日本比較教育学会ＨＰ　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jces/index.html　（『比較・国際教育情報データベース（略称：ＲＩＣＥ）』にアクセスすると、日本に

おける比較教育学および国際機関・世界各国の教育に関する文献・資料の概要を含む教育情報を入手することができる。）

・立命館大学図書館　http://www.ritsumei.ac.jp/acd/mr/lib/index.html　（情報検索「データベース」→アルファベット順「C」→ 論文・記事検索

「データベース」→CiNiiにアクセスすると、国内で刊行された人文社会系の雑誌記事、学術雑誌などの記事検索を行うことができる。）

授業中に質問や意見などを積極的に発信することを希望する。

・教員との連絡方法

E-mail: ehara@fc.ritsumei.ac.jp または075-466-3479 or 内線：（511-）3826

個人研究室：立命館大学衣笠キャンパス内尚学館２階８２６室

個人研究室での面談を希望する場合は、上記のE-メールまたは電話 or 内線電話により面談の日時を調整する。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 次の２つの平常点評価により成績評価を行う。

・日常的な授業に対する取組状況等の評価　20％

第９回目の授業時に、自分の目からみて も重要と思われる日本の教育の改革課題に関する

小レポートの作成を「小テスト」（約40分）として課すことにより、日常的な授業に対する取組状況

の一端を評価する。

・学習到達度の 終的な「確認テスト」　80％

①国際的な視点から教育の諸問題を考えるための基本的な考え方や用語を理解できるかどう

か、および②出題する特定のテーマについて幅広い視点から論じることができるかどうかを、第

１５回目の授業時に実施する「確認テスト」（60分）の結果により評価する。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

諸外国の教育改革の動向 文部科学省生涯学習政策局調査企画課／ぎょうせい／9784324089736／2010年刊

基礎教育学 江原武一・山崎高哉編著／放送大学教育振興会／9784595307041／2007年刊

新訂　学校臨床社会学 酒井朗編著／放送大学教育振興会／9784595135125／2007年刊

教育の比較社会学 原清治・山内乾史・杉本均編／学文社／4-7620-1287-4／2004年刊

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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■この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）で開講し、立命館大学では開講しません。

■キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なりますので、必ず確認するようにしてください。

■履修の際は、キャンパスプラザ京都までの移動時間も考慮するよう注意してください。

----------------------------------------------------

【世界の教育改革・日本の教育改革】

日本をはじめ、世界の多くの国ぐにでは現在、さまざまな教育改革が同時進行の形で進められている。この授業では、幼児教育から生涯学習ま

での教育システム、それから才能教育、いじめ問題、教師教育、国際教育協力、国際的な教育流動などをめぐる国際的な改革動向を整理し、欧

米諸国やアジア諸国における対応について学ぶとともに、今後の日本の教育改革の方向とあり方を展望する。

とくになし。

・各回の授業は特定の論文等の紹介を中心に行うので、事前に読んでおくことが望ましい。第１回目の授業時に論文名等を記載したシラバスを

配布する。

・第９回目の授業時に、受講生が関心のある特定の国の教育改革に関する小レポート（約40分）の作成を課するので、自分が関心のある国の調

べてみたい教育改革の課題や状況について執筆できるように、事前に準備しておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（総合） (Z3) § 特殊講義（基礎）１ (Z3) § 特殊講義（自由選択）Ⅱ (Z3) § 特殊講義（教

養Ｅ）Ⅰ (Z3)

担当者名 /  Instructor 江原 武一

17680

・国際比較の視点から教育改革について考えるための基本的な方法や手法、用語などを理解し、活用することができる（知識）。

・比較教育学的な知見と自分自身の個人的な教育経験をふまえて、日本の教育改革の方向とあり方を幅広い視点から論じることができる（価値

観・思考）

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回目

イントロダクション：教育改革の国際比較

ガイダンス、授業の到達目標・進め方・成績評価方法な

ど、各回の授業概要

第２回目 

幼児教育・保育のユニバーサル化

幼保一元化、アクセス性、質保証、就学準備、発達保障

第３回目

教育システムの変容

公教育改革、システムの弾力化、義務教育の多様化、

国民教育

第４回目

才能教育の展望

才能児、早修、拡充、飛び級、飛び入学、高大接続、エ

リート教育

第５回目

いじめ問題の国際比較

教育病理、bullying、ゼロ・トレランス方式、ワン-タ、サイ

バーいじめ

第６回目

公教育と価値教育

公教育、価値教育、多文化社会、市民性教育、宗教教

育

第７回目

教師教育の高度化

教員養成、高度化、専門職化、教職大学院、教員研修

第８回目

高等教育改革の方向

知識基盤社会、高等教育、量的拡大、多様化、大学の

自律性、質保証

第９回目

中間的考察：まとめと討論

教育改革、共通性、個別性、社会のグローバル化、将

来構想

第10回目 

生涯学習の展開

生涯学習、リカレント教育、学習社会、生涯教育、学校

教育

第11回目 

国際学力調査の課題

学力調査、PISA、TIMSS、リテラシー、到達度、ゆとり教

育

第12回目 

進展する国際教育協力

教育格差、万人のための教育、教育の地方分権化、発

展途上国への教育支援

第13回目 

国際的な教育流動

トランスナショナル教育、外国人留学生、海外留学、外

国大学分校

第14回目

日本の教育改革のゆくえ

国際比較、教育改革、教育システム、国際教育協力、

教育流動

第15回目

確認テスト（60分）と解説（30分）
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そのほか、必要に応じて、各回の授業で関連する論文等を紹介する。なお第15回目の確認テスト（60分）では授業で講義した内容にもとづい

て出題する。

各回の授業で紹介する論文等は主に上記の教科書から採用する。教科書や参考書所収の引用文献、参考文献を参考にして、自分が関心

のあるテーマについて必要な情報を入手することができる。

・日本比較教育学会ＨＰ　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jces/index.html　（『比較・国際教育情報データベース（略称：ＲＩＣＥ）』にアクセスすると、日本に

おける比較教育学および国際機関・世界各国の教育に関する文献・資料の概要を含む教育情報を入手することができる。）

・立命館大学図書館　http://www.ritsumei.ac.jp/acd/mr/lib/index.html　（情報検索「データベース」→アルファベット順「C」→ 論文・記事検索

「データベース」→CiNiiにアクセスすると、国内で刊行された人文社会系の雑誌記事、学術雑誌などの記事検索を行うことができる。）

授業中に質問や意見などを積極的に発信することを希望する。

・教員との連絡方法

E-mail: ehara@fc.ritsumei.ac.jp または075-466-3479、内線：（511-）3826

個人研究室：立命館大学衣笠キャンパスの尚学館２階８２６室

個人研究室での面談を希望する場合は、上記のE-メールまたは内線電話により面談の日時を調整する。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 次の２つの平常点評価により成績評価を行う。

・日常的な授業に対する取組状況等の評価　20％

第９回目の授業時に、受講生が関心のある特定の国の教育改革に関する小レポートの作成を

「小テスト」（約40分）として課すことにより、日常的な授業に対する取組状況の一端を評価す

る。

・学習到達度を 終的に確認する「確認テスト」80％

①国際比較の視点から教育改革について考えるための基本的な方法や手法、用語などを理解

できるかどうか、および②出題する特定のテーマについて幅広い視点から論じることができるか

どうかを、第１５回目の授業時に実施する「確認テスト」（60分）の結果により評価する。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代教育改革論 江原武一・南部広孝編著／放送大学教育振興会／9784595139628／2011年刊

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か 森田洋司／中央公論新社／9784121020666／2010年刊

新しい能力は教育を変えるか 松下佳代編著／ミネルヴァ書房／9784623058594／2010年刊

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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■この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）にて開講し、立命館大学では開講しません。

■キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なりますので、必ず確認するようにしてください。

■履修の際には、キャンパスプラザ京都までの移動時間も考慮するよう注意してください。

----------------------------------------------------------------------------------

本授業では、変容しつつある現代の大学と、そこで成長し発達する学生の学びに関する基本的な理論や具体的な実践の検討を通じて、受講生

自身が大学生活を設計するための視点を育むことを目的としています。

具体的には、大学の諸機能および今日的な課題、青年期に相当する大学生の発達課題、映画等に見る現代の青年・大学生像等についての解

説を通して、受講生が自らの存在を発達の「可能態」として捉え、主体的に学習に取り組むための視点を培っていきます。また、ミニ演習や小レ

ポートの作成によって、大学で求められる能動的な学びのスタイルや思考様式の獲得を促します。

個人およびグループでの作業に取り組むなかで、大学という高等教育機関の固有性についての理解を深め、大学における学習・研究活動に必

要な基本的な方法と態度を身につけ、知的探求プロセスの面白さを追求します。

特にありません 。ただし、初日の授業開始までに、指定する資料を必ず読み自分の意見をまとめておいて下さい。資料については、教務課を通

じて後日配布します。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（総合） (Z4) § 特殊講義（基礎）１ (Z4) § 特殊講義（自由選択）Ⅱ (Z4) § 特殊講義（教

養Ｅ）Ⅰ (Z4)

担当者名 /  Instructor 鳥居 朋子

20590

1.現代の大学および学生を取り巻く状況や人間の発達に関する基本的な理論を理解し、青年期の大学生に固有な発達課題について説明でき

る。

2.大学生の学習・研究の基本的方法や大学の特性を理解し、自分なりの知的探求の課題を提示できる。

3.大学生の発達にかかわるテーマについて、調べる・考える・書く・発表する・議論する・ITを活用する等の基礎的学習スキルを身につける。

4.大学での学びのルールを尊重し、多様（他大学・他分野・異年齢）な学生で構成される集団のなかで他者を理解し、共に学びあう雰囲気の醸成

に貢献する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

イントロダクション：現代の大学と学生をめぐる諸問題へ

のいざない ※重要事項を説明するため、必ず出席するこ

と

自己紹介、受講生の紹介、授業の到達目標、毎回の授

業概要、授業内外の学習課題、成績評価の基準と方法

2

現代の大学／外部環境の変化と今日的課題

ユニバーサル化、質保証、競争的環境、学習成果

3

青年期大学生の発達課題(1)／人間の発達段階と課題

発達の可能態、発達課題、適時性、結晶性・流動性知

能

4

青年期大学生の発達課題(2)／アイデンティティの形成

意欲、感情、無気力、自尊感情

5

青年期大学生の発達課題(3)／ミニ演習の発表と議論

発達過程の振り返り、影響要因の分析、自己理解、他

者理解

6

現代の青年・大学生像(1)／映画に描かれる青年像

人間理解、トラウマ、恋愛、メンター、自己表現

7

現代の青年・大学生像(2)／グループ演習と議論

自分と他者、進路決定、友人関係、自己有用感

8

大学生を取り巻く環境(1)／オンキャンパス

カリキュラムと単位、学習支援機能、コーチング、正課

外活動

9

大学生を取り巻く環境(2)／オフキャンパス

地域社会での経験、アルバイト、ボランティア、インター

ンシップ

10

学生の変容を促す大学(1)／学習の理論と方法

教授・学習過程、Surface Learning／Deep Learning、「一

人思考」、リフレクション(内省)

11

学生の変容を促す大学(2)／学習デザインの発想

強み／弱み、ニーズ把握、キャリア展望、学習ポート

フォリオ

12

学生の変容を促す大学(3)／おとなの学びへの移行

成人教育学(アンドラゴジー)、自己決定型学習、応用の

即時性、経験の学習資源化

13

学生の変容を促す大学(4)／研究への参画

アカデミックコミュニティ、学問的誠実性・倫理、研究者と

いう専門職、地域社会への貢献

14

学生の変容を促す大学(5)／ミニ演習の発表と議論

大学の諸機能と学生、多様性の尊重、自己の相対化
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ミニ演習や発表などを行うため、 大20名とします。「必ず全授業に出席できること」を条件とします。自己責任において出席管理をしてくださ

い。ただし、いわゆる「出席点」の加点は行いません。

この他、授業中に適宜紹介します。

毎回の授業を自分の問題関心に照らしながら聴くとともに、積極的な質問や文献検討、新聞記事や各種メディアからの情報収集等に努めてくだ

さい。とくに、関心あるテーマについて自主的に調べ、十分な授業外学習によって学習成果を高めてください。なお、授業後の学習課題（ミニ演習

やミニレポート作成等）を課し、それに基づき翌日の授業を進める方式をとる日があります。積極的に取り組んでください。

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

審議会報告・白書・ 新情報などが提供されています。

(財)日本青少年研究所　http://www1.odn.ne.jp/youth-study/index.htm

児童・生徒に関する各種調査結果や研究の成果などが提供されています。

国立教育政策研究所　http://www.nier.go.jp/

教育施策の判断・立案のもととなる研究を行っている機関です。研究活動の発表のほか、教育情報データ、刊行物、シンポジウムの案内などが

掲載されています。

・障がいをもった学生の学習支援：障がいをもった学生は、すみやかに担当教員に連絡してください。学習を支援できるようなクラス環境や授業

方法について検討します。

・不正行為：大学での不正行為とは、カンニング行為によって自分の能力を不正確に伝えたり、他人の論文などを剽窃したりすることで他人の権

利を侵害することなどがあたります。万が一、不正行為があった場合は、大学の規則にそって対応します。

・受講のルール：他の受講者の学習環境を阻害するような行動をとる者に対しては、履修を取り消すように求めることがあります。授業への遅

刻、途中退出、私語や携帯電話・メールの使用など、他者の迷惑になるような行動をとらず、マナーを守ってください。皆が気持ちよく学べる環境

本授業は、大学横断・学部横断・異年齢で構成されるクラスにおいて受講生自身が協力して形づくっていく内容になっています。受動的な学びで

はなく、少人数クラスの利点を活かした応答の機会の多い双方向的な授業を行います。講義を聴いて内容を理解するだけではなく、グループで

の議論や発表、ミニ演習に積極的にかかわり、主体的に授業に参加してください。また、各自が興味関心を持った個々のテーマについて、自分

自身で掘り下げて考えてください。

教員との連絡方法については、初回の授業で説明します。

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

15

まとめ／大学生の発達と学びの探究をめぐる今日的課

題

コミュニケーション、他者理解、共感、想像力

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 現代の大学および学生の学びの探究について、その日に取り上げたテーマに関して毎日1つ小

レポート（A4判1～2枚程度）を課します（1日目：20点、2日目：20点、3日目：20点　4日目： 終レ

ポート40点）。①現代の大学および学生を取り巻く状況や人間の発達に関する基本的な理論を

理解し、青年期の大学生に固有な発達課題について自分の言葉で説明されている、②大学生

の学習・研究の方法や大学の特性を理解し、自分なりの知的探求の課題を設定できている、③

大学生の発達にかかわるテーマについて、調べる・考える・書く・発表する・議論する・ITを活用

等の基礎的学習スキルを身につけている、④大学および大学生の学びに関して興味関心を持

ち主体的に問いを立て、他者の意見を尊重し、考える態度を示していること、を基準とし評価を

行います。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

大学生論：戦後大学生論の系譜をふまえて 溝上慎一編／ナカニシヤ出版／4-88848-735-9／

よくわかる青年心理学 白井利明編／ミネルヴァ書房／978-4-623-04473-3／

よくわかる学びの技法 田中共子編／ミネルヴァ書房／978-4-623-03775-9／

現代青年期の心理学 溝上慎一／有斐閣／978-4-641-28120-2 C1311／

教育から職業へのトランジション 山内乾史編著／東信堂／78-4-88713-838-4／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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づくりをしましょう。

拡張項目 
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■この科目は、キャンパスプラザ京都（京都駅近く）で開講し、立命館大学では開講しません。

■キャンパスプラザ京都の時間割は立命館大学の時間割と異なりますので、必ず確認するようにしてください。

■履修の際は、キャンパスプラザ京都までの移動時間も考慮するよう注意してください。

----------------------------------------------------

近年（子どもたちの読解力低下が問題視されていることもあり）国語教科書の文学教材や文学教育は、それが「実用性」を欠いた無用の長物で

あるといった批判や「道徳的な正しい読み」しか許容されない「退屈なもの」という批判にさらされている。しかし、国語教科書に収録されている定

番教材（「名作」とされる作品）には、もっとスリリングで刺激的な「読み」や〈いま〉という時代に必要とされる読解力育成の可能性が秘められてい

る。本授業では、いくつかの定番教材をとりあげ、新しい文学教育の理論と方法をもとに、そうした「読み」と文学教育の可能性を探究していく。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（総合） (Z6) § 特殊講義（基礎）１ (Z6) § 特殊講義（自由選択）Ⅱ (Z6) § 特殊講義（教

養Ｅ）Ⅰ (Z6)

担当者名 /  Instructor 薄井 道正

17691

・文学教材の「読み」の理論と方法を習得する

・「読み」の理論と方法にもとづいて文学教材を分析できる

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

文学教育の可能性

　　　

読解力低下　文学教育への批判　「読み」の理論と方法

2

俳句・短歌の読み－その理論と方法－

　　　

正岡子規の俳句　俵万智の短歌　

3

詩の読み－その理論と方法－１

　　　

「レモン哀歌」（高村光太郎）

4

詩の読み－その理論と方法－２

　　　

「永訣の朝」（宮澤賢治）

5

小説の読み－その理論と方法－１

　　　

「走れメロス」（太宰治）①

6

小説の読み－その理論と方法－２

　　　

「走れメロス」（太宰治）②

7

小説の読み－その理論と方法－３

　　　

「トロッコ」（芥川龍之介）①

8

小説の読み－その理論と方法－４

「トロッコ」（芥川龍之介）②

9

小説の読み－その理論と方法－５

　　　

「羅生門」（芥川龍之介）①

10

小説の読み－その理論と方法－６

　　　

「羅生門」（芥川龍之介）②

11

小説の読み－その理論と方法－７

　　　

「こころ」（夏目漱石）①

12

小説の読み－その理論と方法－８

　　　

「こころ」（夏目漱石）②

13

物語の読み－その理論と方法－１

　　　

「ごんぎつね」①
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2/3以上の出席をもって評価の対象とする。

毎回の授業で資料を配付する。

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

14

物語の読み－その理論と方法－２

　　　

「ごんぎつね」②

15

古典文学－その理論と方法  －

　　　

万葉集　古今集　新古今集

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業中に課すブリーフレポートの提出や発表により、授業の理解度や修得度を到達度評価す

る。

100 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

謎とき国語への招待 薄井道正／民衆社／／

謎とき国語への挑戦 薄井道正／学文社／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）
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　白川静博士(1910-2006)の学問の概要について講義する。白川博士は2004年に本学出身者としては初めての文化勲章を受章され、「白川文字

学」の存在が内外にも広く知られるようになった。しかし博士の学問は文字学だけが独立してあるのではなく、文字学を包み込むようにして文学・

歴史・思想の研究が深くつながっている総合的な学問である。それでその全体を「白川学」と呼ぶこともある。国際的に現実的なテーマとなりつつ

ある〈東アジア共同体〉の問題は、そもそも古代における共通の文化圏に根源をもつ問題である。こうした問題を考えていく上で、「白川学」の示し

た知見が重要な鍵を握ってくるであろう。

 　本講義では、壮大なスケールの「白川学」を各分野の専門家が、様々な角度から講義する。この授業を通じて白川静の学問する方法や生き

方、大きなテーマに立ち向かっては解決の道を見出していく情熱など、必ずや啓発されるところがあるものと思われる。

特になし。

　白川静出演のテレビ番組や特集番組、講演会のビデオなどを見ると、さらに理解が深まる。また、難解ではあっても、白川静の著作そのものに

もぜひ挑戦して欲しい。

単位数 /  Credit 2

特殊講義（白川学の世界） (GA)

担当者名 /  Instructor 石井 真美子、今場 正美、阪谷 昭弘、高島 敏夫、谷口 義介、張 莉、萩原 正樹、真下 厚、

芳村 弘道

14511

 ・「白川学」の概要について理解する。

 ・「白川学」の独創性や意義について、報告することができる。

 ・「白川学」の理解を通して、発想の転換や批判的精神など、学問研究の基礎を身につける。

 ・白川静の生涯について理解する。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回

コーディネーターによるオリエンテーション(白川静の生涯

と立命館大学)(萩原正樹)

第２回

白川静と古典研究(芳村弘道)

第３回

詩経と西周時代１(谷口義介)

第４回

詩経と西周時代２(谷口義介)

第５回

古代歌謡の世界、詩経と万葉集(真下厚)

第６回

詩経研究から文字学へ(高島敏夫)

第７回

殷代社会と日本古代社会(高島敏夫)

第８回

白川文字学の体系(高島敏夫)

第９回

中国からみた白川文字学(張莉)

第10回

中国の神話(阪谷昭弘)

第11回

屈原と楚辞(今場正美)

第12回

白川静の古代文学論(今場正美)

第13回

孔子と古代思想１(石井真美子)

第14回

孔子と古代思想２(石井真美子)

第15回

コーディネーターによるまとめの授業(白川静と東洋の理

想)(萩原正樹)
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中国文学専攻ホームページ

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/cl/index.htm

　授業で取り上げる白川静の著作はもちろん、その他の論著についてもぜひ実際に手にとって自分で読み進めて欲しい。難解な書物との格闘

が、理解と成長につながるであろう。

拡張項目 

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 60 ％

平常点評価 出席点・授業中の小レポートなど40 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

白川静著作集 白川静／平凡社／／

回思九十年 白川静／平凡社／／

桂東雑記Ⅰ～Ⅴ 白川静／平凡社／／

入門講座白川静の世界1文字 立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所／平凡社／／

入門講座白川静の世界2文学 立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所／平凡社／／

入門講座白川静の世界3思想・歴史 立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所／平凡社／／

學林第46・47号白川静先生追悼記念論集 中国藝文研究会／中国藝文研究会／／

白川静　漢字の世界観 松岡正剛／平凡社／／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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　いま、環境と生命に関わる問題は人々から大きな関心をもたれているテーマである。

　この授業では環境と生命に関するテレビ・ドキュメンタリーの中から選んだ9本を教材にして、全員で感想・意見を交換する。これにより、自分の

考えをまとめる力と自分の意見を人に伝える力をつける。

　さらに、ドキュメンタリーに関連する課題研究を設定してグループ研究を行い、その成果を教室で発表し、クラスメイトとQ&Aを行うことにより、グ

ループ研究の仕方を身につけ、プレゼンテーションとディスカッションの力をつける。

　また、学部・回生の異なるクラスメイトと一緒に受講することにより、異なる視点からのものの見方・考え方を理解できるようになる。

　この授業では、受講生の自主的・能動的な学習と授業への参加を歓迎し、自ら学んだという実感を得てもらいたい。

●授業内容・授業計画の概要

　第１回～第９回の授業では毎回１本（30分～50分程度）の環境と生命に関連するテレビ・ドキュメンタリーを教材として鑑賞する。ドキュメンタ

リーの作品は 近数年間に放映されたものが中心で、多岐に渡っている。毎年一部を入れ替えるが、昨年取り上げた作品は、福島原発事故、

猟師が教える命の食べ方、松枯れ対策、ホームレス支援、誕生の風景、黒人差別と授業、ハンセン病患者、世界各国の家族、中村哲さんなどで

ある。今回の確定版は第1回の授業で発表する。

なお、途中で1回だけ、ドキュメンタリーに登場する金正美さんをゲストに迎え、本人の話をあわせて聞く機会を設ける。

　第1回から第9回のドキュメンタリーについては、各自感想や意見を400字程度にまとめ、授業後、コースツールに書き込む。翌週の出席時に、

も良かったと思う書き込みを投票し、 多得票者を称える。

　また、第９回までの授業と並行して、ドキュメンタリーに関連した課題研究をグループで行う。グループは各自の関心を尊重しながら5－6人程度

になるように調整する。第2回から第9回の授業の後半では、グループワークも行う。教員は各グループを順次回り、グループ研究の指導と相談

を行う。

　第10回からは、グループ研究の発表を中心に授業を進める。発表はグループの全員で行い、司会・進行も学生が行う。

特になし

単位数 /  Credit 2

特殊講義（ドキュメンタリー・環境と生命） (GA)

担当者名 /  Instructor 木野 茂

15982

・ドキュメンタリーを観て、何が問題かを理解できるようになる。

・ドキュメンタリーに関連した情報を自分で調べることができるようになる。

・ドキュメンタリー-に対する自分の意見を持つことができるようになる。

・自分の意見を所定の字数にまとめ、人に伝えることができるようになる。

・他の人とディスカッションをし、人の意見を理解することができるようになる。

・グループ研究ができるようになる。

・所定の時間で発表ができるようになる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回

ドキュメンタリー１の鑑賞、授業の進め方、グループ研究

のグループ分け

第2回

ドキュメンタリー２の鑑賞、グループ・ミーティング

第3回 

ドキュメンタリー３の鑑賞、グループ・ミーティング

第4回

ドキュメンタリー４の鑑賞、グループ・ミーティング

第5回

ドキュメンタリー５の鑑賞、グループ・ミーティング

第6回

ドキュメンタリー６の鑑賞、ゲスト：ドキュメンタリーに出た

金正美さんのお話を聞く

第７回 

ドキュメンタリー７の鑑賞、グループ・ミーティング

第8回

ドキュメンタリー８の鑑賞、グループ・ミーティング

第9回 

ドキュメンタリー９の鑑賞、グループ・ミーティング、研究発

表のレジュメ提出

第10回

第1班と第2班のグループ研究発表とＱ＆Ａ
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＊原則として2/3以上の出席を成績評価の要件とする。 

ドキュメンタリーの参考資料は当日プリントにして配布する。 

必要に応じて授業で紹介する。

・授業後、ドキュメンタリーに関連する情報をインターネットや図書館を利用して調べる。

・グループ研究に関する情報や資料をグループのメンバーで分担協力して調べる。

・授業終了までに下記の課題レポートをコースツールに提出する。

　授業期間中にＴＶで放送されるドキュメンタリーの中から環境と生命に関する１本を選び、その要旨（400字程度）と自分の意見（400～600字）を

まとめる。

「生命環境系の週間テレビ予報 on the Web」　http://homepage3.nifty.com/yukidon/tv.html

その他、必要に応じて授業で紹介する。 

受講生の定員は80人とする。

　受講にあたっては、コースツールの読み書きができること、インターネットで情報検索ができることが必要である。これらは受講の条件なので、

開講までにできるようになっておくこと。 

拡張項目 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

第11回

第3班と第4班のグループ研究発表とＱ＆Ａ

第12回 

第5班と第6班のグループ研究発表とＱ＆Ａ

第13回 

第7班と第8班のグループ研究発表とＱ＆Ａ

第14回 

第9班と第10班のグループ研究発表とＱ＆Ａ

第15回 

授業の振り返りとまとめ（グループ・ミーティングと全員ス

ピーチ）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回のコースツールへの読み書きとその評価を50%、ドキュメンタリーの要約（各自1回）の評価

を5％、グループ研究に関する評価を25％（グループ研究への貢献度、グループ発表に対する

受講生の相互評価、Q&Aへの参加度等）、課題レポートを20％とする。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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本学では、学生同士による学生支援のシステムが様々な分野で展開され、双方の成長を図っていく視点から、ピア・サポートの取り組みが蓄積さ

れてきました。特に、初年次における学生支援の一環として、高校から大学へと学びの転換を図っていくうえで、ピア・サポーターの果たす役割は

大きいと言えます。ここで活躍するピア・サポーターを育成するに留まらず、相互支援による学びのコミュニティの裾野を広げていくために、ピア・

サポートの理念・目的をはじめ、コミュニケーション能力や課題解決能力の習得、自大学の歴史や基本的な青年期発達理論への理解が必要と

なります。本授業は、グループワークの手法を活用した演習と講義を組み合わせて行うことで、ピア・サポートに求められる知識、技能、実践力の

獲得を目指します。　

単位数 /  Credit 2

特殊講義（ピア・サポート論） (GA)

担当者名 /  Instructor 鳥居 朋子

14466

（知識・理解）

・青年期の発達理論や現代大学生の特徴をふまえ、ピア・サポートの理念や目的、意義について理解し説明することができる。

・本学におけるピア・サポートの理念・目的や、各種ピア・サポート(オリター制度、ES、TA制度等)の歴史、仕組みを理解し説明することができる。

（関心・意欲・態度）

・ピア・サポートについて自ら学ぶ態度を持ち、講義や演習を通して得た知識や経験を学生生活の様々な場面におけるピア・サポート等の取り組

みに生かそうとする。

（技能・表現）

 ・コミュニケーションや課題解決等の技能を習得し、必要な場面で実際に活用することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

イントロダクション：ピア・サポートの精神

※受講に関する重要事項を説明するため、必ず出席する

こと

自己紹介、授業の到達目標、進め方、成績評価方法

等、各回の授業の概要

2

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法1

聴き手に求められる力－オーディエンス教育－

3

ピア・サポートのための基礎知識－立命館学－

立命館大学の教育と歴史、立命館憲章、建学の精神

「自由と清新」、「平和と民主主義」、立命館学園の構成

4

ピア・サポートのための基礎知識－立命館大学のピア・

サポート－

ピア・サポートの理念、ピア・サポートの役割、育成する

人材像、オリター・エンター、プレースメントリーダー

(PL)・ジュニアアドバイザ(JA)、教育サポーター(ES)、本

学のピア・サポートの到達点

5

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法2

相手を意欲的にする力－ほめ言葉－

6

ピア・サポートのための基礎知識－現代の若者像－

データに見る若者たちの意識と学力、若者像に関する

識者の意見、現代の若者の特徴、ゆとり教育の検証

7

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法3

表現力とアイコンタクト－無言面接－

8

ピア・サポートのための基礎知識－思春期と青年期－

思春期・青年期の発達と大学生活

9

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法4

相手の気持ちに立って話をする力－アサーション－

10

ピア・サポートのための基礎知識－ピア・サポートで活用

できる教育の方法と技術－

学習指導要領の変遷、教授・学習理論、授業における

学生のメンタル・モデル、優れた授業の条件、Learning 

Pyramid

11

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法5

的確な指示を行う力－図形カード－

12

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法6

相手の立場になって情報を伝える力－トラストウォーク

－

13

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法7

自分の情報を整理する力－強制連結法－

14

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法8

主張し、提案する力－目的分析－

15

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法9

発展演習－マイクロ・プレゼンテーション－
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いわゆる「出席点」の加点は行いません。 

毎回のミニペーパーの書き方については、単なる授業の感想ではなく、授業に主体的に参加していなければ答えられない内容とします。この

点については第1回目の授業で詳しく説明します。なお、ミニペーパーにはQRコードを必ず添付してください。万が一、QRコードを忘れた際に

は、名前に「ふりがな」をつけておいてください。授業で配付した資料もコースツールから取得できるようにしますので、授業時間外に確認して

自習してください。

テキストがない場合、演習に参加することが困難となるので、授業開始までに必ず購入してください。購入が遅れると、生協書籍店頭での入

手が難しくなるので注意すること。その他必要な資料は適宜配布します。 

上記以外にも必要な参考図書は、授業中に紹介します。 

日頃から新聞等で教育問題に関心を持ち、主体的に考える姿勢を求めます。また、演習においてはグループワークが中心となり、各自の責任感

や協調性が求められます。さらに、本授業の受講後もしくは並行してピア・サポートに従事することが望まれます。

各種統計資料や指導、評価方法に関して、国立教育政策研究所（http://www.nier.go.jp/homepage/kyoutsuu/index.html）

各種教育統計に関して(財)日本青少年研究所（http://www1.odn.ne.jp/youth-study/index.htm）

学習指導要領等は文部科学省（http://www.mext.go.jp/）を参照すること。

「ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法」では、毎回異なるグループごとに演習を行います。初めて出会う人たちと様々なコミュニケー

ション・トレーニングを行いますが、恥ずかしがらず、積極的、主体的に取り組んでください。これらは、ピア・サポーターのみならず、教職やボラン

ティア等多くの役割や仕事に共通して求められる技術であり、自分を知り、自分を変えるために必要なトレーニングです。グループ演習では他の

受講生に迷惑がかからないよう、遅刻をしないようにしてください。

本授業を受講する学生には、ES志願者はもちろん、教職志望者やオリター等学内で様々なピア・サポートを志望する学生を想定するほか、西園

寺育英奨学生も積極的に参加してください。ただし、本授業は、ESやオリター等の任用の条件とはしません。

なお、受講者が超過した場合には事務局において受講者調整を行う予定です。 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 本授業において学習したピア・サポートに関する理論やワークを通じて、自分自身が何を学ん

だか、自分がどう変わったかについて、A4二枚程度のレポートを課します。

40 ％

平常点評価 毎回の授業の終わりにその日のテーマに関してミニペーパー（400～500字程度、4点×15回）を

課します。授業で検討したテーマに関して興味関心を持ち、学んだことがらを客観的に見つめる

態度を示していることが評価の基準となります。なお、ミニペーパーへのQRコードの貼り忘れは

1点減点としますので注意してください。

60 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

必携！相互理解を深めるコミュニケーション実践

学（改訂版）

沖裕貴・林德治編著／ぎょうせい／978-4-324-09005-3 C3037／授業開始までに生協

で必ず購入すること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報社会を生き抜くプレゼンテーション技術 林德治編著／ぎょうせい／4-324-06243-9 C3036／

階層化日本と教育危機 苅谷剛彦／有心堂／4-8420-8525 C3037／

他人を見下す若者たち 速水敏彦／講談社現代新書／4-06-149827-4 C0211／

「学び」から逃走する子どもたち 佐藤学／岩波ブックレットNo.524／4-00-009224-3 C0336／

二十歳の原点 高野悦子／新潮社／／

不平等社会日本 佐藤俊樹／中公新書／4-12-101537-1 C1236／

格差社会　何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4-00-431033-4 C0233／

学力を育てる 志水宏吉／岩波新書／4-00-430978-6 C0237／

就職がこわい 香山リカ／講談社／4-06-212269 C0095／

論文の教室 戸田山和久／NHK Books／4-14-001954-9 C1395／

若者はなぜ「就職」できなくなったのか？ 児美川孝一郎／日本図書センター／978-4-284-30444-3／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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遅刻はやめてください。トレーニングが始まると、グループ分けをしていますので、途中参加ができません。

また、私語は慎んでください。これは言うまでもなく、 低限のマナーです。担当教員も、出来る限り分かりやすく、興味を引く授業を心がけます。

授業に対する要望があれば、ミニペーパーに書いてください。できることであれば、必ず次回から配慮します。 

何らかの障がいを持っている学生は、すみやかに担当教員に連絡してください。学習を支援できるようなクラス環境や授業方法について検討しま

す。

担当教員への連絡方法については、初回の授業で説明します。

拡張項目 

その他 / Others
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本学では、学生同士による学生支援のシステムが様々な分野で展開され、双方の成長を図っていく視点から、ピア・サポートの取り組みが蓄積さ

れてきました。特に、初年次における学生支援の一環として、高校から大学へと学びの転換を図っていくうえで、ピア・サポーターの果たす役割は

大きいと言えます。ここで活躍するピア・サポーターを育成するに留まらず、相互支援による学びのコミュニティの裾野を広げていくために、ピア・

サポートの理念・目的をはじめ、コミュニケーション能力や課題解決能力の習得、自大学の歴史や基本的な青年期発達理論への理解が必要と

なります。本授業は、グループワークの手法を活用した演習と講義を組み合わせて行うことで、ピア・サポートに求められる知識、技能、実践力の

獲得を目指します。　

単位数 /  Credit 2

特殊講義（ピア・サポート論） (GB)

担当者名 /  Instructor 江原 武一

14485

（知識・理解）

・青年期の発達理論や現代大学生の特徴をふまえ、ピア・サポートの理念や目的、意義について理解し説明することができる。

・本学におけるピア・サポートの理念・目的や、各種ピア・サポート(オリター制度、ES、TA制度等)の歴史、仕組みを理解し説明することができる。

（関心・意欲・態度）

・ピア・サポートについて自ら学ぶ態度を持ち、講義や演習を通して得た知識や経験を学生生活の様々な場面におけるピア・サポート等の取り組

みに生かそうとする。

（技能・表現）

 ・コミュニケーションや課題解決等の技能を習得し、必要な場面で実際に活用することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

イントロダクション：ピア・サポートの精神

※受講に関する重要事項を説明するため、必ず出席する

こと

自己紹介、授業の到達目標、進め方、成績評価方法

等、各回の授業の概要

2

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法1

聴き手に求められる力－オーディエンス教育－

3

ピア・サポートのための基礎知識－立命館学－

立命館大学の教育と歴史、立命館憲章、建学の精神

「自由と清新」、「平和と民主主義」、立命館学園の構成

4

ピア・サポートのための基礎知識－立命館大学のピア・

サポート－

ピア・サポートの理念、ピア・サポートの役割、育成する

人材像、オリター・エンター、プレースメントリーダー

(PL)・ジュニアアドバイザ(JA)、教育サポーター(ES)、本

学のピア・サポートの到達点

5

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法2

相手を意欲的にする力－ほめ言葉－

6

ピア・サポートのための基礎知識－現代の若者像－

データに見る若者たちの意識と学力、若者像に関する

識者の意見、現代の若者の特徴、ゆとり教育の検証

7

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法3

表現力とアイコンタクト－無言面接－

8

ピア・サポートのための基礎知識－思春期と青年期－

思春期・青年期の発達と大学生活

9

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法4

相手の気持ちに立って話をする力－アサーション－

10

ピア・サポートのための基礎知識－ピア・サポートで活用

できる教育の方法と技術－

学習指導要領の変遷、教授・学習理論、授業における

学生のメンタル・モデル、優れた授業の条件、Learning 

Pyramid

11

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法5

的確な指示を行う力－図形カード－

12

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法6

相手の立場になって情報を伝える力－トラストウォーク

－

13

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法7

自分の情報を整理する力－強制連結法－

14

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法8

主張し、提案する力－目的分析－

15

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法9

発展演習－マイクロ・プレゼンテーション－
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いわゆる「出席点」の加点は行いません。 

毎回のミニペーパーの書き方については、単なる授業の感想ではなく、授業に主体的に参加していなければ答えられない内容とします。この

点については第1回目の授業で詳しく説明します。なお、ミニペーパーにはQRコードを必ず添付してください。万が一、QRコードを忘れた際に

は、名前に「ふりがな」をつけておいてください。授業で配付した資料もコースツールから取得できるようにしますので、授業時間外に確認して

自習してください。

テキストがない場合、演習に参加することが困難となるので、授業開始までに必ず購入してください。購入が遅れると、生協書籍店頭での入

手が難しくなるので注意すること。その他必要な資料は適宜配布します。 

上記以外にも必要な参考図書は、授業中に紹介します。 

日頃から新聞等で教育問題に関心を持ち、主体的に考える姿勢を求めます。また、演習においてはグループワークが中心となり、各自の責任感

や協調性が求められます。さらに、本授業の受講後もしくは並行してピア・サポートに従事することが望まれます。

各種統計資料や指導、評価方法に関して、国立教育政策研究所（http://www.nier.go.jp/homepage/kyoutsuu/index.html）

各種教育統計に関して(財)日本青少年研究所（http://www1.odn.ne.jp/youth-study/index.htm）

学習指導要領等は文部科学省（http://www.mext.go.jp/）を参照すること。

「ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法」では、毎回異なるグループごとに演習を行います。初めて出会う人たちと様々なコミュニケー

ション・トレーニングを行いますが、恥ずかしがらず、積極的、主体的に取り組んでください。これらは、ピア・サポーターのみならず、教職やボラン

ティア等多くの役割や仕事に共通して求められる技術であり、自分を知り、自分を変えるために必要なトレーニングです。グループ演習では他の

受講生に迷惑がかからないよう、遅刻をしないようにしてください。

本授業を受講する学生には、ES志願者はもちろん、教職志望者やオリター等学内で様々なピア・サポートを志望する学生を想定するほか、西園

寺育英奨学生も積極的に参加してください。ただし、本授業は、ESやオリター等の任用の条件とはしません。

なお、受講者が超過した場合には事務局において受講者調整を行う予定です。 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 本授業において学習したピア・サポートに関する理論やワークを通じて、自分自身が何を学ん

だか、自分がどう変わったかについて、A4二枚程度のレポートを課します。

40 ％

平常点評価 毎回の授業の終わりにその日のテーマに関してミニペーパー（400～500字程度、4点×15回）を

課します。授業で検討したテーマに関して興味関心を持ち、学んだことがらを客観的に見つめる

態度を示していることが評価の基準となります。なお、ミニペーパーへのQRコードの貼り忘れは

1点減点としますので注意してください。

60 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

必携！相互理解を深めるコミュニケーション実践

学（改訂版）

沖裕貴・林德治編著／ぎょうせい／978-4-324-09005-3 C3037／授業開始までに生協

で必ず購入すること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報社会を生き抜くプレゼンテーション技術 林德治編著／ぎょうせい／4-324-06243-9 C3036／

階層化日本と教育危機 苅谷剛彦／有心堂／4-8420-8525 C3037／

他人を見下す若者たち 速水敏彦／講談社現代新書／4-06-149827-4 C0211／

「学び」から逃走する子どもたち 佐藤学／岩波ブックレットNo.524／4-00-009224-3 C0336／

二十歳の原点 高野悦子／新潮社／／

不平等社会日本 佐藤俊樹／中公新書／4-12-101537-1 C1236／

格差社会　何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4-00-431033-4 C0233／

学力を育てる 志水宏吉／岩波新書／4-00-430978-6 C0237／

就職がこわい 香山リカ／講談社／4-06-212269 C0095／

論文の教室 戸田山和久／NHK Books／4-14-001954-9 C1395／

若者はなぜ「就職」できなくなったのか？ 児美川孝一郎／日本図書センター／978-4-284-30444-3／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）



2012 年度シラバス立命館大学

遅刻はやめてください。トレーニングが始まると、グループ分けをしていますので、途中参加ができません。

また、私語は慎んでください。これは言うまでもなく、 低限のマナーです。担当教員も、出来る限り分かりやすく、興味を引く授業を心がけます。

授業に対する要望があれば、ミニペーパーに書いてください。できることであれば、必ず次回から配慮します。 

何らかの障がいを持っている学生は、すみやかに担当教員に連絡してください。学習を支援できるようなクラス環境や授業方法について検討しま

す。

・教員との連絡方法

E-mail: ehara@fc.ritsumei.ac.jp または内線：（511-）3826

個人研究室：尚学館２階８２６室

個人研究室での面談を希望する場合は、上記のE-メールまたは内線電話により面談の日時を調整します。

拡張項目 

その他 / Others

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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本学では、学生同士による学生支援のシステムが様々な分野で展開され、双方の成長を図っていく視点から、ピア・サポートの取り組みが蓄積さ

れてきました。特に、初年次における学生支援の一環として、高校から大学へと学びの転換を図っていくうえで、ピア・サポーターの果たす役割は

大きいと言えます。ここで活躍するピア・サポーターを育成するに留まらず、相互支援による学びのコミュニティの裾野を広げていくために、ピア・

サポートの理念・目的をはじめ、コミュニケーション能力や課題解決能力の習得、自大学の歴史や基本的な青年期発達理論への理解が必要と

なります。本授業は、グループワークの手法を活用した演習と講義を組み合わせて行うことで、ピア・サポートに求められる知識、技能、実践力の

獲得を目指します。　

単位数 /  Credit 2

特殊講義（ピア・サポート論） (GC)

担当者名 /  Instructor 林 泰子

16937

（知識・理解）

・青年期の発達理論や現代大学生の特徴をふまえ、ピア・サポートの理念や目的、意義について理解し説明することができる。

・本学におけるピア・サポートの理念・目的や、各種ピア・サポート(オリター制度、ES、TA制度等)の歴史、仕組みを理解し説明することができる。

（関心・意欲・態度）

・ピア・サポートについて自ら学ぶ態度を持ち、講義や演習を通して得た知識や経験を学生生活の様々な場面におけるピア・サポート等の取り組

みに生かそうとする。

（技能・表現）

 ・コミュニケーションや課題解決等の技能を習得し、必要な場面で実際に活用することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

イントロダクション：ピア・サポートの精神

※受講に関する重要事項を説明するため、必ず出席する

こと

自己紹介、授業の到達目標、進め方、成績評価方法

等、各回の授業の概要

2

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法1

聴き手に求められる力－オーディエンス教育－

3

ピア・サポートのための基礎知識－立命館学－

立命館大学の教育と歴史、立命館憲章、建学の精神

「自由と清新」、「平和と民主主義」、立命館学園の構成

4

ピア・サポートのための基礎知識－立命館大学のピア・

サポート－

ピア・サポートの理念、ピア・サポートの役割、育成する

人材像、オリター・エンター、プレースメントリーダー

(PL)・ジュニアアドバイザ(JA)、教育サポーター(ES)、本

学のピア・サポートの到達点

5

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法2

相手を意欲的にする力－ほめ言葉－

6

ピア・サポートのための基礎知識－現代の若者像－

データに見る若者たちの意識と学力、若者像に関する

識者の意見、現代の若者の特徴、ゆとり教育の検証

7

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法3

表現力とアイコンタクト－無言面接－

8

ピア・サポートのための基礎知識－思春期と青年期－

思春期・青年期の発達と大学生活

9

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法4

相手の気持ちに立って話をする力－アサーション－

10

ピア・サポートのための基礎知識－ピア・サポートで活用

できる教育の方法と技術－

学習指導要領の変遷、教授・学習理論、授業における

学生のメンタル・モデル、優れた授業の条件、Learning 

Pyramid

11

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法5

的確な指示を行う力－図形カード－

12

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法6

相手の立場になって情報を伝える力－トラストウォーク

－

13

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法7

自分の情報を整理する力－強制連結法－

14

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法8

主張し、提案する力－目的分析－

15

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法9

発展演習－マイクロ・プレゼンテーション－
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いわゆる「出席点」の加点は行いません。 

毎回のミニペーパーの書き方については、単なる授業の感想ではなく、授業に主体的に参加していなければ答えられない内容とします。この

点については第1回目の授業で詳しく説明します。なお、ミニペーパーにはQRコードを必ず添付してください。万が一、QRコードを忘れた際に

は、名前に「ふりがな」をつけておいてください。授業で配付した資料もコースツールから取得できるようにしますので、授業時間外に確認して

自習してください。

テキストがない場合、演習に参加することが困難となるので、授業開始までに必ず購入してください。購入が遅れると、生協書籍店頭での入

手が難しくなるので注意すること。その他必要な資料は適宜配布します。 

上記以外にも必要な参考図書は、授業中に紹介します。 

日頃から新聞等で教育問題に関心を持ち、主体的に考える姿勢を求めます。また、演習においてはグループワークが中心となり、各自の責任感

や協調性が求められます。さらに、本授業の受講後もしくは並行してピア・サポートに従事することが望まれます。

各種統計資料や指導、評価方法に関して、国立教育政策研究所（http://www.nier.go.jp/homepage/kyoutsuu/index.html）

各種教育統計に関して(財)日本青少年研究所（http://www1.odn.ne.jp/youth-study/index.htm）

学習指導要領等は文部科学省（http://www.mext.go.jp/）を参照すること。

「ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法」では、毎回異なるグループごとに演習を行います。初めて出会う人たちと様々なコミュニケー

ション・トレーニングを行いますが、恥ずかしがらず、積極的、主体的に取り組んでください。これらは、ピア・サポーターのみならず、教職やボラン

ティア等多くの役割や仕事に共通して求められる技術であり、自分を知り、自分を変えるために必要なトレーニングです。グループ演習では他の

受講生に迷惑がかからないよう、遅刻をしないようにしてください。

本授業を受講する学生には、ES志願者はもちろん、教職志望者やオリター等学内で様々なピア・サポートを志望する学生を想定するほか、西園

寺育英奨学生も積極的に参加してください。ただし、本授業は、ESやオリター等の任用の条件とはしません。

なお、受講者が超過した場合には事務局において受講者調整を行う予定です。 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 本授業において学習したピア・サポートに関する理論やワークを通じて、自分自身が何を学ん

だか、自分がどう変わったかについて、A4二枚程度のレポートを課します。

40 ％

平常点評価 毎回の授業の終わりにその日のテーマに関してミニペーパー（400～500字程度、4点×15回）を

課します。授業で検討したテーマに関して興味関心を持ち、学んだことがらを客観的に見つめる

態度を示していることが評価の基準となります。なお、ミニペーパーへのQRコードの貼り忘れは

1点減点としますので注意してください。

60 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

必携！相互理解を深めるコミュニケーション実践

学（改訂版）

沖裕貴・林德治編著／ぎょうせい／978-4-324-09005-3 C3037／授業開始までに生協

で必ず購入すること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報社会を生き抜くプレゼンテーション技術 林德治編著／ぎょうせい／4-324-06243-9 C3036／

階層化日本と教育危機 苅谷剛彦／有心堂／4-8420-8525 C3037／

他人を見下す若者たち 速水敏彦／講談社現代新書／4-06-149827-4 C0211／

「学び」から逃走する子どもたち 佐藤学／岩波ブックレットNo.524／4-00-009224-3 C0336／

二十歳の原点 高野悦子／新潮社／／

不平等社会日本 佐藤俊樹／中公新書／4-12-101537-1 C1236／

格差社会　何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4-00-431033-4 C0233／

学力を育てる 志水宏吉／岩波新書／4-00-430978-6 C0237／

就職がこわい 香山リカ／講談社／4-06-212269 C0095／

論文の教室 戸田山和久／NHK Books／4-14-001954-9 C1395／

若者はなぜ「就職」できなくなったのか？ 児美川孝一郎／日本図書センター／978-4-284-30444-3／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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遅刻はやめてください。トレーニングが始まると、グループ分けをしていますので、途中参加ができません。

また、私語は慎んでください。これは言うまでもなく、 低限のマナーです。担当教員も、出来る限り分かりやすく、興味を引く授業を心がけます。

授業に対する要望があれば、ミニペーパーに書いてください。できることであれば、必ず次回から配慮します。 

何らかの障がいを持っている学生は、すみやかに担当教員に連絡してください。学習を支援できるようなクラス環境や授業方法について検討しま

す。

連絡先：　hayashiy@fc.ritsumei.ac.jp

拡張項目 

その他 / Others
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本学では、学生同士による学生支援のシステムが様々な分野で展開され、双方の成長を図っていく視点から、ピア・サポートの取り組みが蓄積さ

れてきました。特に、初年次における学生支援の一環として、高校から大学へと学びの転換を図っていくうえで、ピア・サポーターの果たす役割は

大きいと言えます。ここで活躍するピア・サポーターを育成するに留まらず、相互支援による学びのコミュニティの裾野を広げていくために、ピア・

サポートの理念・目的をはじめ、コミュニケーション能力や課題解決能力の習得、自大学の歴史や基本的な青年期発達理論への理解が必要と

なります。本授業は、グループワークの手法を活用した演習と講義を組み合わせて行うことで、ピア・サポートに求められる知識、技能、実践力の

獲得を目指します。　

単位数 /  Credit 2

特殊講義（ピア・サポート論） (GD)

担当者名 /  Instructor 鳥居 朋子

14572

（知識・理解）

・青年期の発達理論や現代大学生の特徴をふまえ、ピア・サポートの理念や目的、意義について理解し説明することができる。

・本学におけるピア・サポートの理念・目的や、各種ピア・サポート(オリター制度、ES、TA制度等)の歴史、仕組みを理解し説明することができる。

（関心・意欲・態度）

・ピア・サポートについて自ら学ぶ態度を持ち、講義や演習を通して得た知識や経験を学生生活の様々な場面におけるピア・サポート等の取り組

みに生かそうとする。

（技能・表現）

 ・コミュニケーションや課題解決等の技能を習得し、必要な場面で実際に活用することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

授業スケジュール / Course Schedule

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

イントロダクション：ピア・サポートの精神

※受講に関する重要事項を説明するため、必ず出席する

こと

自己紹介、授業の到達目標、進め方、成績評価方法

等、各回の授業の概要

2

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法1

聴き手に求められる力－オーディエンス教育－

3

ピア・サポートのための基礎知識－立命館学－

立命館大学の教育と歴史、立命館憲章、建学の精神

「自由と清新」、「平和と民主主義」、立命館学園の構成

4

ピア・サポートのための基礎知識－立命館大学のピア・

サポート－

ピア・サポートの理念、ピア・サポートの役割、育成する

人材像、オリター・エンター、プレースメントリーダー

(PL)・ジュニアアドバイザ(JA)、教育サポーター(ES)、本

学のピア・サポートの到達点

5

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法2

相手を意欲的にする力－ほめ言葉－

6

ピア・サポートのための基礎知識－現代の若者像－

データに見る若者たちの意識と学力、若者像に関する

識者の意見、現代の若者の特徴、ゆとり教育の検証

7

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法3

表現力とアイコンタクト－無言面接－

8

ピア・サポートのための基礎知識－思春期と青年期－

思春期・青年期の発達と大学生活

9

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法4

相手の気持ちに立って話をする力－アサーション－

10

ピア・サポートのための基礎知識－ピア・サポートで活用

できる教育の方法と技術－

学習指導要領の変遷、教授・学習理論、授業における

学生のメンタル・モデル、優れた授業の条件、Learning 

Pyramid

11

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法5

的確な指示を行う力－図形カード－

12

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法6

相手の立場になって情報を伝える力－トラストウォーク

－

13

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法7

自分の情報を整理する力－強制連結法－

14

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法8

主張し、提案する力－目的分析－

15

ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法9

発展演習－マイクロ・プレゼンテーション－
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いわゆる「出席点」の加点は行いません。 

毎回のミニペーパーの書き方については、単なる授業の感想ではなく、授業に主体的に参加していなければ答えられない内容とします。この

点については第1回目の授業で詳しく説明します。なお、ミニペーパーにはQRコードを必ず添付してください。万が一、QRコードを忘れた際に

は、名前に「ふりがな」をつけておいてください。授業で配付した資料もコースツールから取得できるようにしますので、授業時間外に確認して

自習してください。

テキストがない場合、演習に参加することが困難となるので、授業開始までに必ず購入してください。購入が遅れると、生協書籍店頭での入

手が難しくなるので注意すること。その他必要な資料は適宜配布します。 

上記以外にも必要な参考図書は、授業中に紹介します。 

日頃から新聞等で教育問題に関心を持ち、主体的に考える姿勢を求めます。また、演習においてはグループワークが中心となり、各自の責任感

や協調性が求められます。さらに、本授業の受講後もしくは並行してピア・サポートに従事することが望まれます。

各種統計資料や指導、評価方法に関して、国立教育政策研究所（http://www.nier.go.jp/homepage/kyoutsuu/index.html）

各種教育統計に関して(財)日本青少年研究所（http://www1.odn.ne.jp/youth-study/index.htm）

学習指導要領等は文部科学省（http://www.mext.go.jp/）を参照すること。

「ピア・サポートのためのコミュニケーションの手法」では、毎回異なるグループごとに演習を行います。初めて出会う人たちと様々なコミュニケー

ション・トレーニングを行いますが、恥ずかしがらず、積極的、主体的に取り組んでください。これらは、ピア・サポーターのみならず、教職やボラン

ティア等多くの役割や仕事に共通して求められる技術であり、自分を知り、自分を変えるために必要なトレーニングです。グループ演習では他の

受講生に迷惑がかからないよう、遅刻をしないようにしてください。

本授業を受講する学生には、ES志願者はもちろん、教職志望者やオリター等学内で様々なピア・サポートを志望する学生を想定するほか、西園

寺育英奨学生も積極的に参加してください。ただし、本授業は、ESやオリター等の任用の条件とはしません。

なお、受講者が超過した場合には事務局において受講者調整を行う予定です。 

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 本授業において学習したピア・サポートに関する理論やワークを通じて、自分自身が何を学ん

だか、自分がどう変わったかについて、A4二枚程度のレポートを課します。

40 ％

平常点評価 毎回の授業の終わりにその日のテーマに関してミニペーパー（400～500字程度、4点×15回）を

課します。授業で検討したテーマに関して興味関心を持ち、学んだことがらを客観的に見つめる

態度を示していることが評価の基準となります。なお、ミニペーパーへのQRコードの貼り忘れは

1点減点としますので注意してください。

60 ％

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

必携！相互理解を深めるコミュニケーション実践

学（改訂版）

沖裕貴・林德治編著／ぎょうせい／978-4-324-09005-3　C3037／授業開始までに生

協で必ず購入すること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報社会を生き抜くプレゼンテーション技術 林德治編著／ぎょうせい／4-324-06243-9 C3036／

階層化日本と教育危機 苅谷剛彦／有心堂／4-8420-8525 C3037／

他人を見下す若者たち 速水敏彦／講談社現代新書／4-06-149827-4 C0211／

「学び」から逃走する子どもたち 佐藤学／岩波ブックレットNo.524／4-00-009224-3 C0336／

二十歳の原点 高野悦子／新潮社／／

不平等社会日本 佐藤俊樹／中公新書／4-12-101537-1 C1236／

格差社会　何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4-00-431033-4 C0233／

学力を育てる 志水宏吉／岩波新書／4-00-430978-6 C0237／

就職がこわい 香山リカ／講談社／4-06-212269 C0095／

論文の教室 戸田山和久／NHK Books／4-14-001954-9 C1395／

若者はなぜ「就職」できなくなったのか？ 児美川孝一郎／日本図書センター／978-4-284-30444-3／

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

学生との直接対話／Talk with Students
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遅刻はやめてください。トレーニングが始まると、グループ分けをしていますので、途中参加ができません。

また、私語は慎んでください。これは言うまでもなく、 低限のマナーです。担当教員も、出来る限り分かりやすく、興味を引く授業を心がけます。

授業に対する要望があれば、ミニペーパーに書いてください。できることであれば、必ず次回から配慮します。 

何らかの障がいを持っている学生は、すみやかに担当教員に連絡してください。学習を支援できるようなクラス環境や授業方法について検討しま

す。

担当教員への連絡方法については、初回の授業で説明します。

拡張項目 

その他 / Others
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小学校，中学校理科（物理，地学）で扱うテーマを中心に，基礎知識，またその方法（科学の方法）の修得をめざす。また，単に学校理科にとどま

らず，科学リテラシーの涵養という観点から，社会現象を科学の目で捉えるための様々な手法，またそのための基礎知識について学習を深め

る。現代を生きる者の科学という観点を強調したい。講義形式が主になるが，実験，観察，討論等様々な手法を駆使して，学習者の「科学する

心」をもう一度目覚めさせたい。将来小学校の教員を目指す学生の受講を望む。

本科目は，今後展開される教職科目「初等理科教育法」，「初等理科」の基礎科目という位置づけも担っています。「教職に関する科目」，また「教

科に関する科目」については計画的に履修するよう心がけてください。また，子ども社会専攻以外の学生でも，学校理科に興味関心のある者の

受講を認めます。 

特に，第14，15回で行う模擬実験での取り組み（発表，またそれまでの活動）については，平常点として高く評価します。あわせて，試験を実

施し，問題作成，またその作問の意図の作成を通して，問題意識の高さと知識の定着を評価します。また，出席を重視します（３分の１以上

の欠席は評価の対象から除外します）。

「各家庭の電気の配線は並列ですか，直列ですか」など，毎授業後，理科の内容に関連した面白クイズを出します。各個人の質問・指導，また解

答はメール等で行いますが，それを導入として授業を進めて行きます。 

単位数 /  Credit 2

理科入門Ⅰ (S)

担当者名 /  Instructor 山下 芳樹

13624

① 小学校，中学校理科の内容，方法が理解できる。

② 日ごろ感じている疑問を，身近な素材で確かめられる。　

③ 科学リテラシーの観点から，理科の内容が再構成できる。

④ 科学の方法を駆使して，テーマに即した討論に参加，発表ができる。

⑤「人の関わりとしての理科」という観点から，学校理科のあるべき姿を模索できる。　

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１回～３回 

理科とは何か－身近な素材を使って自然に親しむ－

小学校理科（第１回），中学校理科（第２回），高等学校

理科（第３回）で学んできたものは何かを知ろう

第４回～６回 

理科の内容と方法（その１）　－小学校の理科の素材から

－

小学校理科をテーマにして（振り子（第４回）や電気・磁

石（第５，６回）等を題材にして）科学の方法について学

ぶ

第７回～９回 

理科の内容と方法（その２）　－中学校の理科の素材から

－

中学校理科をテーマにして（地球の自転・公転（第７，８

回）や溶ける不思議（第９回）を題材にして）学ぶ

第１０回～１２回

理科の内容と方法（その３）　－地球の環境（科学のリテ

ラシー）を題材にして【ゲストスピーカーの授業】－

地球環境をテーマに，科学的なものの見方・考え方と

「理科の教材」の役割について学ぶ

第１３回 

科学リテラシーとしての理科（その１）　－生きる力と理科

－　　【レポート課題の提示】

テーマごとの演習，討論（ゲストスピーカーの話しから小

学校・中学校の理科の実態を知る）　

第１４回 

科学リテラシーとしての理科（その２）　－理科の知識と方

法－ 【レポート課題についての質疑】

テーマごとの演習，討論（与えられた課題から理科の実

験をデザインする）

第１５回 

課題レポートの発表（各班１０分）とその講評（３０分）

理科としてのまとめ方，レポート作成の仕方，発表の仕

方について学ぶ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 (40%)授業内レポート

　授業で扱ったいくつかのテーマを元にして各自が興味関心を引いたテーマについて，理科（科

学）の方法の運用，また知識の定着を見ます。実験で得られた結果からどのようなことが引き

出せるか，そのまとめ方についても評価します。

(60%)

　①講義時に出す課題，またクイズに対する解答内容，また応答回数等を評価します。討論会

での発表，調べ学習，また態度等を評価します。特に，第13～15回での発表会での積極性を評

価します。

　②各自のテーマに従って作問し，作問の狙いとともに模範解答を作成する。問題作成，またそ

の作問の意図の作成を通して，問題意識の高さと知識の定着を図る。

100 ％
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資料はその都度配布します。

種々の参考書（資料）については，授業時に伝えます。

必要に応じて伝えます。 

理科入門Ⅰでは私だけの理科の参考書をつくってもらいます。そのための資料（作り方など）は授業時に連絡します。また、授業は理科実験室も

使います。実験室は人数によっては使えないこともあります。

受講生に関して，特に将来小学校教員を目指す学生の受講を望みます。本科目が，初等理科教育法の前段階的な意味を持っていますので，そ

れに適した形で授業を進めていきます。受講の際には，この点について充分に注意してください。

○ 小学校，中学校，また高等学校の理科の教科書を持参することが望ましい。

　（毎回プリント等で資料は提供します。）

○ 理科が嫌いな学生ほど受講する価値があります。なぜ嫌いなのかを明確にしておくことが受講の際の大切な条件です。

○ 日ごろ感じている疑問を身近な素材で追求していきます。 

講義時にメールアドレスを伝えます。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Ｑ＆Ａでわかる物理科学（１，２，３） ／丸善／４－６２１－０７２３７－４／知識の宝庫（クイズ形式で楽しく学べます）

理数オンチも科学にめざめる　高校物理検定外

教科書

山下芳樹／宝島社／4-7966-6026-6／理数オンチの人には 適

理科は理科系のための科目ですか 山下芳樹／森北出版／４－６２７－１６１２１－２／教科書、資料集として活用

manaba+R ／ Learning Management System （manaba+R）

その他 ／ Other
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いま、時代は「文明の転換点」を迎えています。すべての市民が、将来の科学技術の在り方について、自分たちで考えて判断する力を身につけ

る必要があります。そのために、本科目では、単に学校理科にとどまらず，科学リテラシーの涵養という観点から，社会現象を科学の目で捉える

ための様々な手法，またそのための基礎知識について学習を深めます。そして、学生が身近な生活から理科に関するテーマを選び、そのテーマ

について調べ、実験や実習をまじえて、科学概念を分かりやすく説明できるようになることを目指します。

本科目は，今後展開される教職科目「初等理科教育法」，「初等理科」の基礎科目という位置づけも担っています。教職を目指す人は「教職に関

する科目」や「教科に関する科目」については計画的に履修するよう心がけてください。また，子ども社会専攻以外の学生でも，学校理科に興味

関心のある者の受講を認めます。中学・高校時代に理科が嫌いだった人、苦手だった人も歓迎です。

全員に課題研究発表とそのレポート提出を課します。課題研究については、時間外に班で集まって取り組む必要があります。

単位数 /  Credit 2

理科入門Ⅱ (S)

担当者名 /  Instructor 内村 浩

16326

①自然科学の基礎的な概念について理解する。

②科学的なものの見方、考え方、態度を身につける。

③身近な生活や社会の中からテーマを選び、選んだテーマについて調べ、基礎的な科学概念を使って分かりやすく説明することができる。

授業の概要 / Course Outline

到達目標 / Attainment Objectives

履修しておくことが望まれる科目 / Required Preparatory Study

  (学部科目 / Undergraduate Courses) 授業外学習の指示 / Recommendations for PrivateStudy  (大学院科目 / Graduate Courses) 授業の方法 / 
Study Method

授業スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 / Grading Criteria and Method of Evaluation

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1

全ての市民にとっての科学リテラシー、モデル授業(1)

科学リテラシー、浮力

2

モデル授業(2)

進化

3

授業における導入と発問の役割

授業のデザイン、導入、発問

4

班会議（課外研究発表の準備）

協同学習、Learning、授業のデザイン

5

国際学力調査から見える我が国の課題

キーコンピテンシー，ＰＩＳＡ

6

班会議（課題研究発表の準備）

協同学習、Learning、授業のデザイン

7

課題研究発表(1)

色と光、赤外線、紫外線、X線、電磁波

8

課題研究発表(2)

熱と温度、熱機関、エアコンの原理、未来のエネルギー

9

課題研究発表(3)

プラスチック、金属、物質の合成、資源の有効利用

10

課題研究発表(4)

繊維、衣料、食品中の主な成分、食品添加物の安全性

11

課題研究発表(5)

光合成、食糧生産、動物の行動、食物連鎖

12

課題研究発表(6)

微生物とその利用、生態系、人の視覚

13

課題研究発表(7)

天体、太陽系と地球、宇宙探査

14

課題研究発表(8)

自然災害、地震と津波、自然景観の成り立ち

15

科学技術と市民のかかわり

科学リテラシーと理科教育

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 単位認定の前提条件：

①出席率３分の２以上，②レポート提出（全て），③課題研究発表とそのレポート

評定基準：

100 ％
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本科目は、実践的・体験的に学ぶ科目です。そのため、出席重視！　遅刻厳禁！です。

種々の参考書（資料）については，授業時に伝えます。

・理科に関するリンク集（下記のホームページの左下にあります）

http://ph1.ed.hiroshima-u.ac.jp/rich/

・理科ネットワーク（科学技術振興機構）：映像コンテンツが豊富です。

http://rikanet2.jst.go.jp/

・理科アイデアカード

http://ph1.ed.hiroshima-u.ac.jp/kojima/ideacard/

初に班を編成するため，１回目の講義に必ず出席してください。

予定は急に変更になる場合があります。また，毎回の講義でいろいろ連絡があります。休んだ場合は，友人に聞くなどして，自分で情報を確認し

てください。

本科目の学習スタイルは、教師から受動的に知識を教えてもらうというTeaching ではありません。学生が主体となって共に学び合うという 

Learning です。皆さんの積極的な参加を願っています。

拡張項目 

 受講および研究に関するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書 / Textbooks

参考書 / Reference Books

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法（教員との連絡方法含む） / How to Communicate with the Instructor In and Out of 
 Class (Including Instructor Contact Information)

その他 / Others

上記の前提条件を満たした人を対象に，下記の合計点をもとに成績を評定します。

ア．出席状況（50％），イ．課題研究発表（20％）、課題のレポート（30％）で評価します。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

科学と人間生活 ／東京書籍(2012)／／教科書は授業で斡旋します。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

おもしろ実験・ものづくり事典 左巻健男・内村浩／東京書籍(2009)／978-4487797011／

授業に活かす！理科教育法・中高校編 左巻健男・内村浩／東京書籍(2009)／978-4487803354／


