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2023年度 開講科目一覧（科目聴講生用） 2023.2.17現在

科目
コード

科目名 担当者 シラバス

OG125 聖書と私 新井　美穂 秋学期 火5 Ｐ１

OG132 古典として読む旧約聖書 月本　昭男 春学期 金5 Ｐ２

OG143 日本思想を名著でたどる 大熊　　玄 春学期 金1 Ｐ３

OG212 歴史の中の学校教育 前田　一男 夏期集中 9/11～13 Ｐ４

OG178 現代中国のメディア 森平　崇文 春学期 金3 Ｐ５

OG160 現代美術に親しむ 菊池　敏直 秋学期 火2 Ｐ６

OG175 歌が照らす人と社会 佐藤　壮広 夏期集中 8/29～31 Ｐ７

OG176 Media Studies 黄　盛彬 春学期 金2 Ｐ８

OG100 セカンドステージの市民生活とNPO活動 渡辺　豊博 秋学期 火4 Ｐ９

OG219 ソーシャルビジネスの理論と実務 永沢　　映 夏期集中 8/1～3 Ｐ１０

OG275 サステナブルコミュニティの思想と実践 大和田順子 夏期集中 9/6～8 Ｐ１１

OG234 持続可能な社会と地域づくり 阿部　　治 夏期集中 8/21～23 Ｐ１２

OG242 国際政治とグローバル市民社会の構想 竹中　千春 秋学期 火5 Ｐ１３

OG248 SDGsとビジネスロー 河村　賢治 秋学期 火1 Ｐ１４

OG252 日本と世界の経済政策 山縣　宏之 秋学期 火3 Ｐ１５

OG300 社会老年学 安藤　孝敏 春学期 金4 Ｐ１６

OG330 最後まで自分らしく 小谷みどり 春学期 金3 Ｐ１７

OG307 セカンドステージの哲学 佐々木一也 秋学期 火4 Ｐ１８

OG319 童謡を通して社会を視る 井手口彰典 夏期集中 8/24,25,28 Ｐ１９

OG318 会計･税務の初歩から実践まで 坂本　雅士 春学期 金2 Ｐ２０

OG315 セカンドステージの住まいづくり 甲斐　徹郎 夏期集中 8/24,25,28 Ｐ２１

OG314 セカンドステージの英語コミュニケーション 平賀　正子 春学期 金4 Ｐ２２

OG312 セカンドステージとテクノロジー 村上　祐子 秋学期 火3 Ｐ２３
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立教セカンドステージ大学 

【科目聴講生用】講義内容 

1 

 

 

科目コード OG125 科目名 聖書と私 科目群 第 1 群 

担当者 新井 美穂（アライ ミホ） 

開講日程・時限 秋学期・火曜日・5時限 授業方式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

聖書を学ぶ事を中心にキリスト教に親しむ事を目標にします。聖書は私たちの姿

や社会を炙り出します。この時代を生きる者として、自分を見つめ、互いを生か

し合い（愛）、生かされ合う生き方の源泉を聖書から考えたいと思います。 

授業の内容 

本講義は講義中心の「聖書」を通しての入門講座です。少し知的に、少し心に潤

いの時間です。前半は旧約聖書の中のいくつかの箇所からイスラエルの神とメシ

アを待望する民の関係を見つめ、イスラエル史を概観し、神と人間について考え

ます。後半は福音書を中心に、イエス・キリストの教えと生涯が投げかけてくる

問いを探り、自分や社会を見つめ、聖書のメッセージに耳を傾けたいと思います。

教会暦についても学びます。（内容や形式は必要に応じて微修正を行います） 

授業計画 

第 1回 9/26   キリスト教に親しむ〜ユダヤ教とキリスト教の関係 

第 2回 10/3   聖書に親しむ〜開き方から学び、創世記１章２章に学ぶ 

第 3回 10/10  エジプト脱出〜旧約聖書の「神の選び」について考える 

第 4回 10/17  十戒について 

第 5回 10/24  イエス及び福音書記者の考える十戒の理解について 

第 6回 11/7   イスラエルの歴史〜エジプト脱出後から王国成立まで 

第 7回 11/14  イスラエルの歴史〜王国分裂と預言者の働き 

第 8回 11/21  イスラエルの歴史〜バビロン捕囚と帰還 

第 9回 11/28  イスラエルの歴史〜ヘレニズム世界の支配の下で 

第 10回 12/5   イエス・キリストについて〜誕生物語その１ 

第 11回 12/12  イエス・キリストについて〜誕生物語その 2 

第 12回 12/19  イエス・キリストについて〜たとえ話・奇跡物語 

第 13回 1/9    イエス・キリストについて〜受難物語 

第 14回 1/16   イエス・キリストについて〜復活物語 

成績評価方法 平常点による評価 

講義中に直接
使用する教科書 

 

 

 

上記教科書以
外の参考図書 

お持ちの聖書があればそれで構いません。（必要なものはプリントします） 

木田献一、2016、『古代イスラエルの預言者たち』、清水書院。（1999年版は同じ物） 

池澤夏樹、2012、『ぼくたちが聖書について知りたかったこと』、小学館。 

その他（HP等） 
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科目コード OG132 科目名 古典として読む旧約聖書 科目群 第 1 群 

担当者 月本 昭男（ツキモト アキオ） 

開講日程・時限 春学期・金曜日・5時限 授業方式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

旧約聖書は古代オリエントの辺境に生きた弱小の民イスラエルの歴史と信仰の記

録です。それがユダヤ教の聖書になり、キリスト教成立の土壌となりました。そ

のような旧約聖書の思想と信仰を学び、その現代的意義を考えます。 

 

授業の内容 

旧約聖書は多様性に富む書物です。神話があり、歴史物語があり、詩歌があり、

知恵の書があります。本講義では主として神話と歴史物語をとりあげ、そこにど

のような思想と信仰が畳み込まれているのか、それが新約聖書やキリスト教へと

どのように引き継がれていったのか、ときに日本の思想と比較しながら、具体的

に探ってゆきましょう。 

授業計画 

第 1回 4/14 古代オリエント文明 

第 2回 4/21 旧約聖書とはどのような書物か 

第 3回 4/28 天地創造物語と国生み神話 

第 4回 5/12 エデンの園の物語にみる人間観 

第 5回 5/19 洪水物語の現代的意義 

第 6回 5/26 バベルの塔と文明批判 

第 7回 6/2  出エジプトの史実性と思想的意義 

第 8回 6/9  モーセ律法と現代 

第 9回 6/16 ダビデ王朝をめぐる諸問題 

第 10回 6/23 王国時代と預言者たち 

第 11回 6/30 バビロニア捕囚期の預言者たち 

第 12回 7/7  捕囚帰還とユダヤ教成立 

第 13回 7/14 旧約聖書とキリスト教成立 

  

  

成績評価方法 平常点およびレポート試験の総合評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

 

 

 

上記教科書以
外の参考図書 

 

その他（HP等） 
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科目コード OG143 科目名 日本思想を名著でたどる 科目群 第 1 群 

担当者 大熊 玄（オオクマ ゲン） 

開講日程・時限 春学期・金曜日・1時限 授業方式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

日本の古代から中世の思想を考える上で欠かせない 13の文献を扱い、その内容に

直接にふれることで日本思想を学び、考えます。 

 

授業の内容 

この授業は、日本の古代から中世において何が考えられていたのか、文献の内容

を現代語訳で理解し、その思想について考える日本思想の入門講座です。 

受講者は、配布される原文や現代語訳を参考に、講師による各文献の思想の抽出・

説明を聞き、思想的な教養を身につけるとともに、単に情報として受け止めるだ

けでなく、なぜそのように考えられたのか、その文献に込められた「想い」をと

らえ、自分なりの思考を紡ぐ、日本「哲学」入門も目指します。 

授業計画 

第 1回 4/14  ガイダンス、「十七条憲法」 

第 2回 4/21 『古事記』 

第 3回 4/28 『万葉集』 

第 4回 5/12 『三教指帰』 

第 5回 5/19 『日本霊異記』 

第 6回 5/26 『古今和歌集』 

第 7回 6/2  『方丈記』 

第 8回 6/9  『選択本願念仏集』 

第 9回 6/16 『歎異抄』 

第 10回 6/23 『正法眼蔵随聞記』 

第 11回 6/30 『立正安国論』 

第 12回 7/7  『徒然草』 

第 13回 7/14 『風姿花伝』 

  

  

成績評価方法 平常点による評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

 

資料は、オンライン授業支援システムにて配布します。 

 

上記教科書以
外の参考図書 

 

参考資料は、授業中に提示します。 

 

その他（HP等） 
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科目コード OG212 科目名 歴史の中の学校教育 科目群 第 1群 

担当者 前田 一男（マエダ カズオ） 

開講日程・時限 夏期集中 9月 11日、12日、13日（10:00～17:00） 授業方式 対面 単位数 2 単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

近世日本の教育から敗戦直後までを対象にしながら、特に戦時期に焦点を当てなが

ら、現在の学校が、近代日本の歴史的な展開の上に成り立っていることを理解し、

教育を歴史的に考察する見方や考え方を学んでいきたい。 

授業の内容 

当たり前のように通っている「学校」が、近代社会のなかで学校がどのように作ら

れてきたのか、その役割と機能とは何であったのかを、歴史的に跡づけながら、さ

まざまな教育問題を突きつけられている「教育の現在」を確認していきたい。教育

理念と学校制度の展開の視点において近代学校教育を考察し、とりわけ大正自由教

育から戦時下の教育への変遷については、現代の戦争を意識しながら、受講者とと

もに考えていきたい。 

授業計画 

第 1日 第 1回 ガイダンスとこの授業のねらい 

 第 2回 近代教育 150年の通史的理解 

 第 3回 近世の教育 ―特に手習塾（寺子屋）に注目して 

 第 4回 明治初年の教育 ―近代化への始動 

 第 5回 国民統合と「知」の配分 －教育勅語の発布－ 

第 2日 第 6回 国民統合の動揺と再編成 －教育理念の展開― 

 第 7回 学問と教育の関係史（1）－初代文部大臣・森有礼の役割－ 

 第 8回 学問と教育の関係史（2）－南北朝正閏問題の意味－ 

 第 9回 近代学校の成立とその歴史的性格 

 第 10回 近代学校批判の展開 （1）－大正自由教育の試み－ 

第 3日 第 11回 近代学校批判の展開 （2）－自由学園を中心に－ 

 第 12回 立教大学野球部と戦争への道 

 第 13回 総力戦体制と教育 －錬成教育と一人の教師のあゆみ－ 

 第 14回 敗戦と教育－戦争孤児の戦後史－ 

 ＊自由学園の明日館に施設見学に行く予定。 

成績評価方法 平常点による評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

 

その都度、授業内容に即したプリントを配布するので、特に指定しない。 

 

上記教科書以
外の参考図書 

寺﨑・前田編、1993、『日本の教師 歴史の中の教師ⅠⅡ』、ぎょうせい。  

片桐・木村編、2017、『教育から見る日本の社会と歴史』、八千代出版。 

その他（HP等） 
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科目コード OG178 科目名 現代中国のメディア 科目群 第 1 群 

担当者 森平 崇文（モリダイラ タカフミ） 

開講日程・時限 春学期・金曜日・3時限 授業方式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

現在進行形の中国を理解するためには、中国に対するステレオタイプから一端離

れることが求められます。21 世紀以降の中国メディアを題材にして、現代中国に

対するリテラシーを高めることが目標です。 

授業の内容 

現在の中国の体制は 1978年からスタートしましたが、その変貌が加速度的になっ

たのは 21 世紀に入ってからです。この講義では、21 世紀中国のメディアを考え

る上で重要と思える作品、人物、ワード、事件等を、映像資料を用いながら紹介

することを通じ、21世紀中国社会の変容や現代中国人が直面する諸問題について

解説していきます。 

授業計画 

第 1回 4/14 現代中国と日本のメディア 

第 2回 4/21 中国ドラマが描く「家」 

第 3回 4/28 テレビ・ドキュメンタリーの誕生：CCTV『新聞調査』 

第 4回 5/12 オーディション番組の隆盛：『超級女声』～『創造営 2021』 

第 5回 5/19 抗日ドラマ・映画の世界 

第 6回 5/26 中国における漫才ブームの背景 

第 7回 6/2  孔子の復活と教養番組『百家講壇』 

第 8回 6/9  ハリウッド映画の解禁と中国映画界 

第 9回 6/16 出版における発禁と検閲：章詒和と閻連科を例に 

第 10回 6/23 作家たちのメディア戦略：韓寒、郭敬明、蒋方舟 

第 11回 6/30 ラジオが果たす役割の変容：出稼ぎと人生相談 

第 12回 7/7  陳丹青とアイウェイウェイ：体制外の芸術家たち 

第 13回 7/14 現代中国の日本論 

  

  

成績評価方法 平常点による評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

 

特にありません。授業内でレジュメを共有します。 

 

上記教科書以
外の参考図書 

 

授業内で紹介していきます。 

 

その他（HP等） 

 

中国語学習歴は問いません。紹介する映像資料は逐次通訳します。 
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科目コード OG160 科目名 現代美術に親しむ 科目群 第 1 群 

担当者 菊池 敏直（キクチ トシナオ） 

開講日程・時限 秋学期・火曜日・2時限 授業方式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

① 「見えたもの」をもっとよく見ようと思う 

② 「見えないもの」も見ようと思う 

③ 私にとって「美術は特別なものではない」と思えるようになる 

授業の内容 

『現代美術』と呼ばれる造形表現があることとその“イメージ”を話します。 

自分史の中にある美術観と比較、考察し、疑問＝問いを見つけることを目指しま

しょう。現代の美術が成立するに至った 20世紀美術の概略を解説します。美術と

ワタシと社会の関係性を俯瞰し、私達が、見て、接して、感じ、考える美術作品

が、見つかった問いへの造形表現という回答であり、問いそのもの、ということ

に辿り着くように、自ら問うことを反復しましょう。 

授業計画 

第 1回 9/26  自分史と美術 

第 2回 10/3  鳥の声 

第 3回 10/10 20世紀美術略説① 

第 4回 10/17 鳥の声を見る 

第 5回 10/24 〇△□ 

第 6回 11/7  20世紀美術略説② 

第 7回 11/14 考えてカンガエナイ 

第 8回 11/21 水のカタチ 

第 9回 11/28 20世紀美術略説③ 

第 10回 12/5  嗜好と思考と志向① 

第 11回 12/12 嗜好と思考と志向② 

第 12回 12/19 開放と閉鎖 

第 13回 1/9   作品とモノと表現とワタシ 

第 14回 1/16  鏡を見ながら「見る」を考える 

 ＊テーマが前後することあり 

成績評価方法 平常点による評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

 

 

 

上記教科書以
外の参考図書 

暮沢剛己、2009、『現代美術のキーワード 100』、ちくま新書。 

E・H・ゴンブリッチ、2011、『美術の物語』（ポケット版）、PHAIDON。 

 

その他（HP等） 
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科目コード OG175 科目名 歌が照らす人と社会 科目群 第 1群 

担当者 佐藤 壮広 （サトウ タケヒロ） 

開講日程・時限 夏期集中 8月 29日、30日、31日（10:00～17:00） 授業方式 対面 単位数 2 単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

童謡、唱歌、歌謡曲など流行歌を題材として、それらが照らす時代状況や人模様を

考察し、生活における音楽・歌の意義や役割を捉え直し、ヤングからシニアにかけ

ての文化の意味を新たに（再）発見することが、本授業の目標です。 

授業の内容 

私たちは、幼少期には童謡、学童期には唱歌、クラシック、青年期には歌謡曲、フ

ォーク、洋楽、やがて演歌など多くの音・歌にふれてきています。音楽は時代状況

が反映された文化のひとつであり、それらはまた聴く人びとの心の記憶としても保

持されています。授業では多くの歌を一緒に聴き、「記憶の扉」を開け、歌にまつ

わる社会史・個人史を味わっていきます。 

授業計画 

第 1日 第 1回 歌と社会史：時代の記憶・歌と「メモリースケープ」 

 第 2回 歌と時代状況：流行歌、唱歌、童謡 

 第 3回 昭和歌謡の歩み：ジャズブーム、望郷歌謡、都会調歌謡 

 第 4回 ビートルズ来日と GSブーム、日本のロック 

 第 5回 フォーク、ニューミュージック 

第 2日 第 6回 メディアと流行歌、アイドル歌謡 

 第 7回 J-POPの誕生 

 第 8回 女性シンガーソングライターの活躍 

 第 9回 シティーポップ(1)グローバルな音楽シーンの受容 

 第 10回 シティーポップ(2)リバイバルとしての日本の音楽 

第 3日 第 11回 演歌と日本のこころ：北島三郎、八代亜紀ほか 

 第 12回 歌から街を読む：東京、横浜、大阪、ご当地ソング 

 第 13回 ケアと歌：心身に寄り添う歌のチカラ 

 第 14回 講義のまとめ：「私のこの歌」の共有 

  

成績評価方法 平常点による評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

 

 

 

上記教科書以
外の参考図書 

北中正和、2003、『増補 にほんのうた 戦後歌謡曲史』、平凡社、1,430円（税込）。 

田家秀樹、2004、『読む J-POP 1945-2004』、朝日新聞社、740円（税込）。 

高護、2011、『歌謡曲 時代を彩った歌たち』、岩波新書、880円（税込）。 

その他（HP等） 
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Course number OG176 Title Media Studies   Course group I 

Instructor Hwang, Seongbin （黄 盛彬） 

Period Spring, Friday, 2th period  Class Online Credits 2 

Remarks 履修人数制限なし 

Course Objectives 

This course introduces key concepts and contemporary critical issues in 

communication and media studies. It will allow students to engage with the 

principles of journalism, sociological understandings of media production, and 

critical media/cultural studies issues. 

Course Description 

It will focus on several key concepts and critical areas in the sociological and 

cultural study of communication and media/cultural studies, including the media 

industries' news-making process, history, organization, and production. The 

analysis of media representation is also covered, such as the issue of identity and 

gender. Along with lectures by the instructor, students are encouraged to have their 

topics for a term paper and submit a critical essay based on the course readings 

and their analytical reading of the current issues and affairs of their interests.  

Class schedule 

 

Lesson 1:   4/14 Introduction: Why Study the Media?  

Lesson 2:   4/21 Understanding Media Industries 

Lesson 3:   4/28 Producing Media/Changing Media Industries 

Lesson 4:   5/12 Media, Politics and the Public Sphere/ Media Regulation 

Lesson 5:   5/19 The Meaning of Media Texts 

Lesson 6:   5/26 The Power of Media Texts 

Lesson 7:   6/2 Structuring Media Texts 

Lesson 8:   6/9 Media, Representation and Identity 

Lesson 9:   6/16 Media, Representation and Gender 

Lesson 10:   6/23 Media Effects  

Lesson 11:  6/30 Media Audiences 

Lesson 12:   7/7 Consuming Media Technologies 

Lesson 13:   7/14 Media Fandom/Globalization and the Media  

  

  

Evaluation Attendance and class participation including group projects and term paper. 

Textbooks Hollows Joanne, 2016, Media Studies: A Complete Introduction, Teach Yourself 

Readings 
Additional readings will be introduced in class, taking into account areas of 

interest to students. 

Other Information 

Two languages, Japanese and English, are used in the class. The lecturer will 

speak in both languages, Japanese and English, and students can participate 

in-class activities such as in-class discussion in both languages.  
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科目コード OG100 科目名 セカンドステージの市民生活とＮＰＯ活動 科目群 第 2 群 

担当者 渡辺 豊博（ワタナベ トヨヒロ） 

開講日程・時限 秋学期・火曜日・4時限 授業方式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

 

授業の目標 

 

「今までの人生経験で蓄積してきた専門的な知識や経験を地域社会で活かした

い、新たな人的交流の場に参加したい」などさらなる発展的な市民生活を過ごす

ためのヒントや仲間づくり、社会貢献の場づくりを再発見することを目標とする。 

 

授業の内容 

 

本講座では、セカンドステージにおける社会的な役割や新たな市民生活のあり方、

生きがい、やりがいのある場づくりなどを再発見するための多様なヒントや多種

多様な社会参加のケーススタディに関わる情報提供を行うとともに、日常的な市

民生活の中で役立つ市民活動のあり方、心構え、NPO の基礎知識、具体的な活動

を現場で実現するための実践的なノウハウ、英国や米国での先進的な NPOの手法、

グラウンドワーク三島の現場学、地域ビジネス創業の方法などについて学ぶ。 

授業計画 

第 1回 9/26 講義のガイダンス、自己紹介、学びたいポイントの確認 

第 2回 10/3 行政の限界・破綻を考える 

第 3回 10/10 市民活動の現状と課題、可能性を考える 

第 4回 10/17 国策に挑んだ南方熊楠の挑戦と戦略とは 

第 5回 10/24 富士山を救え・NPOパワーの実力と可能性を考える 

第 6回 11/7 NPOって何を学ぶ 

第 7回 11/14 多様な NPOの実践事例を学ぶ(環境・地域づくり・交流) 

第 8回 11/21 東日本大震災での NPOの役割と課題を学ぶ 

第 9回 11/28 グラウンドワーク三島の実践的なノウハウと極意を学ぶ 

第 10回 12/5 グラウンドワーク三島の活動事例を学ぶ(水辺再生)① 

第 11回 12/12 グラウンドワーク三島の活動事例を学ぶ(森づくり)② 

第 12回 12/19 英国グラウンドワークのパートナーシップの手法を学ぶ 

第 13回 1/9 中高年が中心となった市民活動やビジネスなどの事例紹介 

第 14回 1/16 全体的な質疑応答と振り返り、講義のまとめ 

 ＊希望者を対象にグラウンドワーク三島での体験学習有り 

成績評価方法 平常点およびレポート試験の総合評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

渡辺豊博、2016、『先生、NPOって儲かりますか？』、春風社、1,389円(税別)。 

上記教科書以
外の参考図書 

渡辺豊博、2005、『清流の街がよみがえった』、中央法規出版株式会社、2,000円(税

別)。渡辺豊博、2012、『共助社会の戦士たち』、静岡新聞社、952円(税別)。渡辺

豊博、2013、『失敗しない NPO』、春風社、1,500円(税別)。 

その他（HP等） 
 

NPO 法人 グラウンドワーク三島・ホームページ 

http://www.gwmishima.jp 
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科目コード OG219 科目名 ソーシャルビジネスの理論と実務 科目群 第 2 群 

担当者 永沢 映（ナガサワ エイ） 

開講日程・時限 夏期集中 8月 1 日、2日、3日（10:00～17:00） 授業方式 対面 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

地域や社会の課題解決を事業として実施をするソーシャルビジネスやコミュニテ

ィビジネスへの関心が高まっています。事例を学び、ノウハウを習得して実践に

向けた具体的なプラン作成を進めていく。 

授業の内容 

以下の内容について学び、検討をし、形を作っていく。 

① ソーシャルビジネスの考え方や必要性について学ぶ  

② ソーシャルビジネスの事例研究（現場見学） 

③ ソーシャルビジネスのノウハウ 

④ 課題の抽出から解決策の検討・意見交換（ワークショップ） 

事業計画書の作成と実践に向けた検討 

授業計画 

第 1日 第 1回 ソーシャルビジネスを学ぶ  

 第 2回 ノウハウの習得１ 

 第 3回 ソーシャルビジネスの事例研究１ 

 第 4回 ソーシャルビジネスの事例研究２ 

 第 5回 ソーシャルビジネスの事例研究３ 

第 2日 第 6回 ノウハウの習得２ 

 第 7回 事業計画書作成に向けたポイントの整理 

 第 8回 地域課題・ニーズを図るための演習１ 

 第 9回 地域課題・ニーズを図るための演習２ 

 第 10回 ソーシャルビジネス事業計画書作成 

第 3日 第 11回 ソーシャルビジネスの事例研究４ 

 第 12回 ソーシャルビジネスの事例研究５ 

 第 13回 ソーシャルビジネスの事例研究６ 

 第 14回 実践に向けた事業計画の作成と意見交換 

  

成績評価方法 平常点による評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

 

資料は毎回配布または投影 

 

上記教科書以
外の参考図書 

 

 

 

その他（HP等） ソーシャルビジネス（経産省） 
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/sbcb/ 
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科目コード OG275 科目名 サステナブルコミュニティの思想と実践 科目群 第 2群 

担当者 大和田 順子（オオワダ ジュンコ） 

開講日程・時限 夏期集中 9月 6 日、7日、8 日（10:00～17:00） 授業方式 対面 単位数 2 単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

SDGsは世界共通の課題とその目標ですが、私たちの暮らしとも密接な関わりがあり

ます。本講座では、SDGsの視点から私たちの暮らし、都市部と農山村コミュニティ

との関係・支え合い、サステナブルな社会の実現について考えます。 

授業の内容 

私たちが暮らす首都圏は食料やエネルギーの自給率が大変低く持続可能とはいい

がたい状況で、農山漁村や世界に支えられています。一方、農山村の多くが過疎・

高齢化で持続可能性が危ぶまれています。本講座では SDGs の自然資本関連の目標

に注目し、有機農業や生物多様性等の政策や関係人口、農泊等の取組に着目します。

また、フィールドワークを通じ、都市農村協働による新たな価値創出（ソーシャル・

イノベーション）や、サステナブルな暮らし・地域・社会について考えます。 

授業計画 

第 1日 第 1回  オリエンテーション：自己紹介、SDGs、サステナビリティ 

 第 2回 「世界農業遺産」事例１：山村（宮崎県高千穂郷地域）他 

 第 3回 「世界農業遺産」事例２：農村（宮城県大崎地域）他 

 第 4回 「大崎耕土 SDGsクエスト」（グループワーク） 

 第 5回  有機農業や生物多様性を活かした地域づくり 

第 2日 第 6回  

 第 7回  

 第 8回  

 第 9回  

 第 10回  

第 3日 第 11回 フィールドワークの振り返り、和食文化と風土 

第 12回 『食べものから学ぶ世界史』と『スローフード宣言』 

第 13回 関係人口・農泊（アグリツーリズム） 

第 14回 世界の課題とこれからの私たちの暮らし 

 ＊状況により第２日の実施方法･内容に変更が生じる場合がある。 

成績評価方法 平常点およびレポート試験の総合評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

 

適宜資料を配布します 

 

上記教科書以
外の参考図書 

平賀緑、2020年、『食べものから学ぶ世界史』、岩波ジュニア新書、902円（税込）。 

大和田順子他、2022年、『SDGs を活かした地域づくり』、晃洋書房、2,200円（税込）。 

アリス・ウオーター、2022 年、『スローフード宣言』、 海士の風、1,980円（税込）。 

その他（HP等） 
http://collections.unu.edu/view/UNU:6398#viewAttachments 

イヴォン・ユー責任編著者、2018年、『世界農業遺産への道のり』、国連大学 

フィールドワーク：持続可能な地域づくり ～埼玉県

小川町・有機の里～ 

講話（有機の里づくり）、見学（霜里農場、町内施設）、

体験（有機野菜里山ランチ） 

意見交換（SDGs時代の新たなライフスタイル） 

小川町まちあるき 
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科目コード OG234 科目名 持続可能な社会と地域づくり 科目群 第 2群 

担当者 阿部 治（アベ オサム） 

開講日程・時限 夏期集中 8月 21日、22 日、23 日（10:00～17:00） 授業方式 対面 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

人類にとって最大の課題である「持続可能な社会」や「持続可能な開発」、国連持続

可能な開発目標（SDGs）への理解を深めるとともに多様な事例を通して持続可能な社

会づくりの手法を学び、生活に生かす。 

授業の内容 

まず今日では一般的となった「持続可能な社会」「持続可能な開発（SD）」という人類

共通の目標に至るまでの流れを振り返り、これらの基本事項の整理を行い、さらに「国

連持続可能な開発目標（SDGs）」を俯瞰し、SDGsを達成するための人づくりである「持

続可能な開発のための教育（ESD）」の視点から、多様な主体の協働による持続可能な

地域づくりの具体的事例（ゲスト講師含）を取り上げ、検討し、持続可能な社会や地

域づくりについて理解を深める。 

授業計画 

第 1日 第 1回  現代社会（地域）は持続不可能１ 

 第 2回     同上２ 

 第 3回 「もう一つの道」としての「持続可能な開発」に至る流れ 

 第 4回 「持続可能な社会」「持続可能な開発」とは  

 第 5回 「国連持続可能な開発目標（SDGs）」とは１ 

第 2日 第 6回     同上２  

 第 7回 「持続可能な開発のための教育（ESD）」とは何か  

 第 8回  ESDと持続可能な地域づくり 

 第 9回  事例の検討 

 第 10回 事例の検討 

第 3日 第 11回 事例の検討 

 第 12回 事例の検討 

 第 13回 事例の検討 

 第 14回 討論と総括：持続可能な地域・社会づくりに参加するために 

  

成績評価方法 平常点による評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

適時プリントを配布する 

上記教科書以
外の参考図書 

阿部・増田編、2020、『ESD 地域創生と自然学校』、ナカニシヤ、（税抜き 2,000 円）。 

阿部・他編、『知る・わかる・伝える SDGs Ⅰ』『同Ⅱ』『同Ⅲ』『同Ⅳ』、学文社、（各

税抜き 2,000円）。 

その他（HP等） 
諸般の事情が許せば事例で検討した地域などでのフィールドワークを行いたいと考

えています。 
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科目コード OG242 科目名 国際政治とグローバル市民社会の構想 科目群 第 2 群 

担当者 竹中 千春（タケナカ チハル） 

開講日程・時限 秋学期・火曜日・5時限 授業方式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 
グローバリゼーション時代の世界は厳しい動揺に見舞われています。持続可能な発

展や平和をめざして市民に何ができるのか。一緒に考えていきましょう。 

授業の内容 

2020-22年の世界では、パンデミック、経済危機とエネルギー危機、ウクライナ戦争、

核戦争の恐れなど驚異的な事件が続々と起こっています。国際政治の原点は、ヨー

ロッパのすべての国々が 30年も続いた宗教戦争を終結し、国際平和を取り戻すため

に締結したウェストファリア条約だと言われます。同じ頃、日本でも長い戦国時代

の後、江戸幕府の統治が始まっていました。その後 4世紀近く、民主主義､国民国家、

工業化、核兵器などの新しい現象が登場するたびに、近代ヨーロッパ起源の国家や

国際政治のしくみは変容させられ、世界大に影響を及ぼしてきました。この政治の

しくみは、今日の人類的危機を克服するために有効性を発揮できるのか。市民の視

点から一緒に考えていきましょう。 

授業計画 

第 1回 9/26  グローバリゼーション時代の国際政治とその課題 

第 2回 10/3  感染症のパンデミックと国際社会 

第 3回 10/10 気候変動・温暖化・水資源の問題と国際社会 

第 4回 10/17 国家は豊かさを守るか① 

第 5回 10/24 国家は豊かさを守るか② 

第 6回 11/7  国家は平和を守るか① 

第 7回 11/14 国家は平和を守るか② 

第 8回 11/21 移民・難民・移動する人々の時代 

第 9回 11/28 人権侵害・マイノリティ・女性 

第 10回 12/5  盗賊のインド史：女盗賊プーラン・デーヴィー 

第 11回 12/12 暴力の連鎖をもたらすのは誰か 

第 12回 12/19 暴力の連鎖を解くのは誰か 

第 13回 1/9  ガンディー 平和を紡ぐ人 

第 14回 1/16   総合討論：グローバル市民社会の時代を生きる 

成績評価方法 平常点およびレポート試験の総合評価 

講義中に直接使
用する教科書 

藤原帰一、2020、『不安定化する世界』、朝日新聞出版、979円(税込)。 

竹中千春、2004、『世界はなぜ仲良くできないの？』、CCC ﾒﾃﾞｨｱﾊｳｽ、電子書籍、861円(税別)。 

竹中千春、2018、『ガンディー 平和を紡ぐ人』、岩波新書、820円（税別）。 

上記教科書以外
の参考図書 

竹中千春、2010、『盗賊のインド史 帝国・国家・無法者』、有志舎､2,808円(税込)。 

藤原帰一、2020、『戦争の条件』、集英社新書、880円（税込）。藤原帰一他編、2022、

『気候変動は社会を不安定化させるか』、日本評論社、2,970円（税込）。  

その他（HP等） 他の参考文献や資料などについては各回の授業でご紹介します。 
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科目コード OG248 科目名 ＳＤＧｓとビジネスロー 科目群 第 2 群 

担当者 河村 賢治（カワムラ ケンジ） 

開講日程・時限 秋学期・火曜日・1時限 授業方式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

国連が定めた持続可能な開発目標（SDGs）を達成するために、ビジネスローがどの

ような役割を果たしているのか知ると同時に、自分自身が一市民として何ができる

のか考える。 

授業の内容 

SDGs を達成するためには、政府や非営利団体などだけでなく、民間企業の力を活用

することが大切になります。実際に、多くの企業が事業活動と社会課題解決の両立

に向けた取り組みを進めています。また、投資家も環境・社会・ガバナンス（ESG）

を考慮した投資を拡大しています。この授業では、こうした企業や投資家の活動を

後押しするビジネスローについて学びます（これらの動きに対して懐疑的な見解も

取り上げます）。それと同時に、私たち自身が、例えば消費者・投資者・労働者/経

営者などとして、何ができるのか考えたいと思います。 

授業計画 

第 1回 9/26  SDGsと ESGの基本 

第 2回 10/3  株式会社・資本市場の歴史（東インド会社から現代そして未来） 

第 3回 10/10 企業統治に関するルール・動向等（株主利益最大化の当否等） 

第 4回 10/17 企業統治に関するルール・動向等 

第 5回 10/24 受講生の皆さんからの話題提供（企業の実践例の紹介等） 

第 6回 11/7  環境に関するルール・動向（気候変動問題への対応等） 

第 7回 11/14 環境に関するルール・動向 

第 8回 11/21 受講生の皆さんからの話題提供 

第 9回 11/28 働き方に関するルール・動向（過労死問題への対応等） 

第 10回 12/5  働き方に関するルール・動向 

第 11回 12/12 受講生の皆さんからの話題提供 

第 12回 12/19 投資に関するルール・動向（SDGs・ESGと業績の関係等） 

第 13回 1/9   受講生の皆さんからの話題提供 

第 14回 1/16  まとめ 

 ＊受講生から各自 1回の話題提供をしてもらいます。 

成績評価方法 平常点による評価 

講義中に直接使
用する教科書 

特に指定しません。 

上記教科書以外
の参考図書 

授業で紹介します。 

その他（HP等） 
「受講生の皆さんからの話題提供」は、多様な関心・視点などを授業に取り入れる

と同時に、受け身ではない双方向の学びを実践するためのものです。 
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科目コード OG252 科目名 日本と世界の経済政策 科目群 第 2 群 

担当者 山縣 宏之（ヤマガタ ヒロユキ） 

開講日程・時限 秋学期・火曜日・3時限 授業方式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

国際経済とアメリカの影響を強く受けて発展してきた現代日本の経済政策の展開

を学んだうえで、世界各国・地域の経済政策、経済政策の最新の展開を踏まえ、

日本におけるよりよい経済政策のあり方を考える素材と議論の場を提供する。 

授業の内容 

国際経済のなかでの生き残りとアメリカの強い影響のもと、発展してきた現代日

本の経済政策の展開とあり方を学ぶ。世界各国・地域の経済政策、経済政策が直

面する最新の課題を踏まえた上で、よりよい日本の経済政策を、受講生が考える

ための知見を提供する。受講生の理解と参加度を増すため、教員作成の独自教材

を穴埋め方式で完成させてもらい、オンライン講義向けの画像資料も活用する。

受講生自ら作成する中間レポートを元にした、受講生間の討論会も行う。 

授業計画 

第 1回 9/26  開講ガイダンス 

第 2回 10/3  日本の高度成長と経済政策 

第 3回 10/10 グローバル化と日本のバブル経済 

第 4回 10/17 大不況期・大不況後の経済政策と日本経済 

第 5回 10/24 アベノミクスとアベノミクス後の日本経済 

第 6回 11/7  受講生皆さんの中間レポート発表・討論会 その① 

第 7回 11/14 アメリカ：金融危機を超えて その① 

第 8回 11/21 アメリカ：金融危機を超えて その② 

第 9回 11/28 EU：債務危機からコロナ危機へ  

第 10回 12/5  中国：新たなる覇権国となりうるか 

第 11回 12/12 グローバル化と経済政策：自由貿易か保護主義か 

第 12回 12/19 米中対立・体制間対立（民主主義対権威主義）と経済政策 

第 13回 1/9   ポピュリズムと経済政策 

第 14回 1/16  受講生皆さんの中間レポート発表・討論会 その② 

  

成績評価方法 平常点およびレポート試験の総合評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

 

「穴埋め方式」の教材を、担当教員が作成して配布 

 

上記教科書以
外の参考図書 

田代・萩原・金沢編、2011、『現代の経済政策（第 4 版）』、有斐閣。 

伊藤元重、2016、『どうなる世界経済 入門 国際経済学』、光文社新書。 

河崎・河音・藤木編、2021、『現代アメリカ政治経済入門』、ミネルヴァ書房。 

その他（HP等） 
Blackboard に講義ページを作成し、利用予定。 

詳細は、初回ガイダンスでお知らせします。 



立教セカンドステージ大学 

【科目聴講生用】講義内容 

16 

 

 

科目コード OG300 科目名 社会老年学 科目群 第 3 群 

担当者 安藤 孝敏（アンドウ タカトシ） 

開講日程・時限 春学期・金曜日・4時限 授業方式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

高齢社会とはいかなる社会であるのかを理解し、これからの自分自身の生き方と

関連させて、近未来の高齢社会のあり方を考察できるよう、社会老年学の基礎的

な知識と考え方を修得することがこの授業の目標である。 

授業の内容 

この授業では、人口の高齢化、高齢期の健康、定年退職、高齢期の人間関係など

のテーマを取り上げ、高齢社会の特徴について検討する。そして、社会と個人の

高齢化を踏まえて、これからの高齢期のライフスタイルについて考えていく。授

業はテキストと補助資料（映像資料を含む）を用いて講義を行い、受講者には講

義や資料などに関するコメント・感想などのリアクションペーパーの提出を求め

る。オンライン授業の特性を活かして、意見交換する反転授業も行う。 

授業計画 

第 1回 4/14 イントロダクション 

第 2回 4/21 高齢社会を科学する：社会老年学とは？ 

第 3回 4/28 高齢者観：高齢期をみる目 

第 4回 5/12 人口の高齢化：高齢化社会の実態 

第 5回 5/19 人口高齢化のメカニズム：少子化と長寿化 

第 6回 5/26 高齢社会の現状１：映像視聴 

第 7回 6/2  高齢期の健康：生活機能 

第 8回 6/9  高齢社会の現状２：映像視聴 

第 9回 6/16 定年退職、就業意欲と職業観 

第 10回 6/23 高齢社会の現状３：映像視聴 

第 11回 6/30 高齢期の人間関係 

第 12回 7/7  多様化する高齢期のライフスタイル 

第 13回 7/14 「高齢社会対策大綱」にみる高齢社会のデザイン 

 ＊ゲストスピーカー招聘により、計画変更の可能性あり 

成績評価方法 平常点による評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

古谷野亘・安藤孝敏編著、2008、『改訂・新社会老年学；シニアライフのゆくえ』、

ワールドプランニング、2,305円（税込）。 

上記教科書以
外の参考図書 

 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等） 
総務省統計局 http://www.stat.go.jp/ 

内閣府共生社会政策・高齢社会対策 https://www8.cao.go.jp/kourei/index.html  
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科目コード OG330 科目名 最後まで自分らしく 科目群 第 3 群 

担当者 小谷 みどり（コタニ ミドリ） 

開講日程・時限 春学期・金曜日・3時限 授業方式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

生ある者（物）の宿命である「死」を医学、民俗学、哲学、社会学、経済学など

多角的に俯瞰することで、「残された時間をどう生きるか」を改めて考えるきっか

けとしていただきたい。 

授業の内容 

オムニバス形式で毎回異なるテーマを取り上げ、授業を進める。死の概念、終末

医療、葬送など、死の現状と問題について横断的に学習する。 

正解がないテーマゆえ、さまざまな考え方があることを知ったうえで、自分はど

うしたいかを考えていただける工夫をしたい。 

 

授業計画 

第 1回 4/14 多死社会・死を取り巻く社会の状況 

第 2回 4/21 死とは何か（死の基準） 

第 3回 4/28 死にまつわるタブーや因習の成立 

第 4回 5/12 現代人の死生観 

第 5回 5/19 自身の死生観を考える 

第 6回 5/26 安楽死と尊厳死 

第 7回 6/2  最後まで生きるとは 

第 8回 6/9  現代社会におけるお墓の問題 

第 9回 6/16 お墓の歴史とゆくえ 

第 10回 6/23 お葬式 宗教的、歴史的考察 

第 11回 6/30 お葬式 経済的、社会的考察 

第 12回 7/7  弔われない死者と無縁社会 

第 13回 7/14 死後をどう託すか 

  

  

成績評価方法 平常点およびレポート試験の総合評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

 

 

 

上記教科書以
外の参考図書 

 

小谷の執筆した書籍を何冊か、地域の図書館で借りて読んでください。 

 

その他（HP等） 
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科目コード OG307 科目名 セカンドステージの哲学 科目群 第 3 群 

担当者 佐々木 一也（ササキ カズヤ） 

開講日程・時限 秋学期・火曜日・4時限 授業形式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

人生を生きてくると自分の半生の評価と未来を含めた全体像が気になるもので

す。哲学に触れて、個人の人生と個人の時間空間を超えた大きな普遍的価値との

繋がりを自覚し、残された未来を自分なりに有意義に構築する手がかりを得ます。 

授業の内容 

近代日本の社会制度の基盤である西洋哲学と人としての生き方の基盤であり続け

ている東洋思想（儒教・仏教）との違いを知ります。そして哲学の使い方を学び

ます。その中で、解釈学という新しい哲学の手法、特に螺旋的思考法を学びます。

その上で、セカンドステージの私たちが現在あるいは未来において対処しなけれ

ばならない事象について、哲学的に考える練習を行います。哲学は古代ギリシャ

哲学以来対話を重視してきました。この授業でも十分に対話の時間を持ちます。 

授業計画 

第 1回 9/26  西洋哲学と現代日本文化（1）ギリシャ哲学 

第 2回 10/3  西洋哲学と現代日本文化（2）主体主義と合理性 

第 3回 10/10 西洋哲学と現代日本文化（3）多元主義と相対性 

第 4回 10/17 日本的発想の特徴 同調性・曖昧性・権威性 

第 5回 10/24 哲学的解釈学（1）曖昧な生を捉える 

第 6回 11/7  哲学的解釈学（2）螺旋的思考法 

第 7回 11/14 自己を支える自由と「非自立的自律性」  

第 8回 11/21 他者理解に基づく人間関係の構築 

第 9回 11/28 社会と世間の間での民主主義の使い方 

第 10回 12/5  科学技術、特に AIの進歩との共存のために 

第 11回 12/12 私的所有はなぜ継承(相続)されるのか 

第 12回 12/19 平等であるはずの人の人生は平等か 

第 13回 1/9   命とはどのようなものか・永遠の未来 

第 14回 1/16  まとめ・それぞれのセカンドステージの哲学に向けて 

  

成績評価方法 平常点による評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

 

各回の授業で手許資料としてプリントを配布します。 

 

上記教科書以
外の参考図書 

 

 

 

その他（HP等） 
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科目コード OG319 科目名 童謡を通して社会を視る 科目群 第 3 群 

担当者 井手口 彰典（イデグチ アキノリ） 

開講日程・時限 夏期集中 8月 24日、25日、28日（10:00～17:00） 授業方式 対面 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

社会における常識は決して不変・普遍ではなく、時代や地域が変われば大きく様変

わりします。この授業では、音楽（特に童謡）に注目することを通じて、そうした

社会常識の変化を確認し、現代を「相対化」することを試みます。 

授業の内容 

今日、「日本人の心のふるさと」などと形容されることの多い童謡・唱歌。しかしそ

のイメージは、常に今と同じだったわけではありません。気を博した児童歌手や「歌

のおばさん」、アニメソングに CM ソング、そして新しい音響メディア。めまぐるし

く変わる社会のなかで、童謡はどう歌われ消費されてきたのか。その推移を眺めれ

ば、今を生きる私たちの「常識」の脆さが見えてきます。懐かしい童謡・唱歌の裏

側に垣間見える「社会」を、一緒に読み解いていきましょう。 

授業計画 

第 1日 第 1回  社会を「相対化」する目 

 第 2回  唱歌と童謡の誕生 

 第 3回  大正時代の童謡の特性 

 第 4回  レコードとラジオの普及 

 第 5回  児童童謡歌手の隆盛 

第 2日 第 6回 「歌のおばさん」の登場 

 第 7回  転身・潜在化する児童童謡歌手 

 第 8回  転換点としての 1968年 

 第 9回  錯綜する童謡イメージ 

 第 10回 「ちびっこのどじまん」は何を変えたのか 

第 3日 第 11回 キメラとしてのちびっこソング 

 第 12回 具象化される「ふるさと」 

 第 13回 ふるさとのインデックス 

 第 14回 社会の中の童謡 

  

成績評価方法 平常点およびレポート試験の総合評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

 

 

 

上記教科書以
外の参考図書 

井手口彰典、2018 年、『童謡の百年: なぜ「心のふるさと」になったのか』、筑摩書

房、1760円（税込）。 

その他（HP等） 参考図書の購入は任意ですが、手元にあればより理解が深まるはずです。 
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科目コード OG318 科目名 会計・税務の初歩から実践まで 科目群 第 3 群 

担当者 坂本 雅士（サカモト マサシ） 

開講日程・時限 春学期・金曜日・2時限 授業方式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

会計・税務の最先端のトピックをわかりやすく紹介します。また、株式の模擬売

買を通じて、株価変動の背景になっている経済・社会の動きに目を向け、知的好

奇心を喚起させます。 

授業の内容 

会計・税務の世界は不思議な玉手箱。儲かっているのにほとんど税金を払ってい

ない大企業、ルールがいくつもある企業会計（普通、ルールは一つですよね）。授

業では、今、世界で起きているさまざまな事例を紹介します。また、株式投資初

心者を対象に、株式の仮想売買を通じて実経済（現実の社会、経済、会社のしく

み）を学びます。「今から始めて自分でも出来るの？」、大丈夫です！一緒に一歩

踏み出してみましょう。 

授業計画 

第 1回 4/14 ガイダンス、株式投資チーム分け 

会計・税務の不思議な話① ～莫大な儲けでも税金はゼロ～ 

第 2回 4/21 株式学習ゲームについて、四季報の読み方 

第 3回 4/28 株式投資を始める前に 

第 4回 5/12 株式投資実践編①テクニカル分析 

第 5回 5/19 会計・税務の不思議な話② ～たくさんある変な税金～ 

第 6回 5/26 株式投資実践編②ファンダメンタル分析 

第 7回 6/2  会計・税務の不思議な話③ ～６つもある会計ルール～ 

第 8回 6/9  中間報告会① 

第 9回 6/16  中間報告会② 

第 10回 6/23  ゲストスピーカーによる講演（東京証券取引所） 

第 11回 6/30  株式投資実践編③ 

第 12回 7/7  有価証券に係る税金 

第 13回 7/14  総まとめ 

  

  

成績評価方法 平常点による評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

毎回レジュメを配布します。 

上記教科書以
外の参考図書 

 

 

 

その他（HP等） 立教大学坂本ゼミナール twitter：https://twitter.com/sakmotoseminar 
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科目コード OG315 科目名 セカンドステージの住まいづくり 科目群 第 3群 

担当者 甲斐 徹郎（カイ テツロウ） 

開講日程・時限 夏期集中 8月 24日、25日、28日 

（10:00～17:00） 

授業方式 対面 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 
自身の「しあわせ」と「健康」とを目的として、自分の住まいを点検し、自己

評価できる力を身につけ、その改善計画を立案することを目標とする。 

授業の内容 

我々にとっての「しあわせ」と「健康」には暮らしの拠点である住まいのカタチが大きく

影響している。たとえば、クーラーに頼らない「涼しさ」や、深部体温を下げない「暖か

さ」といった住まいの熱環境は快適性を高め、同時に健康寿命に大きく作用する。ま

た、身近なコミュニティとの関係があり孤立しないことは、「しあわせ」の本質であり、

「健康」への影響も指摘されている。この授業では、人生の拠点としての住まいのあり

方を考え、その改善のし方を学ぶ。 

授業計画 

第 1日 第 1回 住まいと健康 

 第 2回 クーラーなしでクーラーより快適な住まいのつくり方(１) 

 第 3回 クーラーなしでクーラーより快適な住まいのつくり方(２) 

 第 4回 健康に大きく影響する冬暖かい住まいのつくり方 

 第 5回 孤立しない住まいのつくり方 

第 2日 第 6回 「しあわせ」の本質を考える 

 第 7回 住まいのカタチとコミュニティの関係 

 第 8回 自分にとってのコミュニティの意味を考える 

 第 9回 コミュニティの暮らしへの活かし方(１) 

 第 10回 コミュニティの暮らしへの活かし方(２) 

第 3日 第 11回 コミュニティが形成されるメカニズム 

 第 12回 人生の拠点として自分の住まいをデザインする演習１ 

 第 13回 人生の拠点として自分の住まいをデザインする演習２ 

 第 14回 受講生による企画発表 

成績評価方法 平常点およびレポート試験の総合評価 

講義中に直接
使用する教科書 

 

 

 

上記教科書以
外の参考図書 

甲斐徹郎、2018、『人生を変える住まいと健康のリノベーション』、新建新聞社、

1,900 円（税別）。甲斐徹郎、2016、『不動産の価値はコミュニティで決まる』、

学芸出版社、1,900円（税別）。 

その他（HP等） http://www.teamnet.co.jp/wp/?cat=39 

https://www.teamnet.co.jp/wp/?cat=38 
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科目コード OG314 科目名 
セカンドステージの 

英語コミュニケーション 
科目群 第 3 群 

担当者 平賀 正子（ヒラガ マサコ） 

開講日程・時限 春学期・金曜日・4時限 授業方式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

グローバル化と共に英語は国際共通語として世界中で話される言語となっていま

す。この授業では、まず「英語とは何か」を考え、その構造や機能について学び

ます。次に、各自がこれからの英語習得に特化した学びの可能性を探ります。 

授業の内容 

英語ということばの仕組みと英語によって営まれるコミュニケーションの諸相に

ついて、特に日本語との対比の上で考察します。まず、英語ではどのようにコミ

ュニケーションが営まれ、発話の意図がどのように相手に伝わるのかについて分

析します。次に「英語らしさ」とはどういうことかについて、「音声」、「語彙」、

「文法」の観点から概説します。講義とグループディスカッションを中心に進め、

各自の目的に即した英語学習の可能性と方法について探ります。 

授業計画 

第 1回 4/14 はじめに：「英語」とは 

第 2回 4/21 さまざまな英語 

第 3回 4/28 母語英語の特徴（イギリス英語、オーストラリア英語） 

第 4回 5/12 母語英語の特徴（アメリカ英語、カナダ英語） 

第 5回 5/19 英語と社会的属性 

第 6回 5/26 英語の発話行為 

第 7回 6/2  英語のポライトネス 

第 8回 6/9   英語文化とコミュニケーション・スタイル 

第 9回 6/16  英語の非言語コミュニケーション 

第 10回 6/23  語彙からみる英語らしさ 

第 11回 6/30  文法からみる英語らしさ 

第 12回 7/7   音韻からみる英語らしさ 

第 13回 7/14  むすび 

  

  

成績評価方法 平常点による評価 

講義中に直接
使用する教科
書 

平賀正子、2016、『ベーシック新しい英語学概論』、ひつじ書房、1,700円（税抜）。 

上記教科書以
外の参考図書 

本名信行、2003、『世界の英語を歩く』、集英社新書、760円（税抜）。 

池上嘉彦、2006、『英語の感覚・日本語の感覚』、NHK ブックス、970円（税別）。 

その他（HP等） 授業で使用する資料は Blackboardにアップロードします。 
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科目コード OG312 科目名 セカンドステージとテクノロジー 科目群 第 3 群 

担当者 村上 祐子（ムラカミ ユウコ） 

開講日程・時限 秋学期・火曜日・3時限 授業方式 オンライン 単位数 2単位 

備 考 履修人数制限なし 

授業の目標 

人工知能などの先端技術を導入して激変する社会の現状を把握し、今後の変化に

備える。科学技術の社会受容史を踏まえつつ、加速する社会変化への過去の適応

可能性を検討する。 

授業の内容 

テクノロジーは私たちの生活をこれまでも変えてきました。これからはなおさら

変化は激しくなることが予想されます。また、科学技術によって自然を制御しよ

うとしてきた人間の活動が環境そのものを変化させてきたことから、これまでに

はなかった災害への対処も必要になります。科学技術の哲学と科学技術社会論の

基礎の講義を 4 回行った後、とくに人工知能を取りあげさまざまな社会課題を概

観しながら、参加者とディスカッションを進めます。 

授業計画 

第 1回 9/26  ガイダンスとイントロダクション 

第 2回 10/3  科学と技術の哲学１：科学と技術の関係 

第 3回 10/10 科学と技術の哲学２：科学の倫理と科学者の倫理 

第 4回 10/17 科学技術社会論１：科学と社会の関係 

第 5回 10/24 科学技術社会論 2：科学技術の社会史 

第 6回 11/7  人工知能概説１：人工知能とは何か 

第 7回 11/14 人工知能概説２：人工知能の背景となる技術 

第 8回 11/21 人工知能技術の応用１ 

第 9回 11/28 人工知能技術の応用２ 

第 10回 12/5  人工知能技術の応用３ 

第 11回 12/12 人工知能技術とセカンドステージ１：医療と健康 

第 12回 12/19 人工知能技術とセカンドステージ２：労働 

第 13回 1/9   人工知能の哲学 

第 14回 1/16  まとめ 

  

成績評価方法 平常点による評価 

講義中に直接
使用する教科書 

 

 

 

上記教科書以
外の参考図書 

 

 

 

その他（HP等） 授業中にオンライン資料を中心に参考情報を紹介します。 

 


