


CONTENTS / 目次  - Curriculum 2014 - 2020
2014 - 2020 Entrants / 2014・2020年度入学生

Level
科目群

Course Title (Japanese)
科目名

Course Title (English)
科目名（英字）

Year
年次

Instructor
担当教員名

Semester
学期

Required
必修

Restricted
Elective

選択必修

Elective
選択

Note
備考

p. 13 Reading I & II Reading I & II 1＋ See timetable Spring・Fall 各2 Ⅱは教職必修

p. 14 Grammar and Writing I & II Grammar and Writing I & II 1＋ See timetable Spring・Fall 各2

p. 15 Listening and Pronunciation I & II Listening and Pronunciation I & II 1＋ See timetable Spring・Fall 各2 Ⅱは教職必修

p. 16 Speaking I & II Speaking I & II 1＋ See timetable Spring・Fall 各2 教職必修

p. 17 TOEIC演習 TOEIC Preparation 2＋ See timetable Spring・Fall 2

p. 19 日本学入門 Japanese Culture and Society 1＋ 太田 Spring・Fall 2

p. 20 グローバルスタディーズ入門 Introduction to Global Studies 1＋ クルナザロバ Spring・Fall 2

p. 28 哲学入門 Introduction to Philosophy 1＋ 立田 Spring・Fall 2

p. 29 心理学入門 Introduction to Psychology 1＋ ジョイス Spring・Fall 2 　　　　

p. 31 経済学入門 Introduction to Economics 1＋ 渡邊（泰） Spring・Fall 2

p. 32 情報化社会とグローバル化 Informatization and Globalization Society 1＋ 張　琪 Spring・Fall 2 　　　　　8単位修得

p. 33 環境保全入門 Introduction to Environmental Protection 1＋ 橋詰 Spring・Fall 2

p. 34 国際理解入門 Introduction to Global Understanding 1＋ 安田 Spring・Fall 2

p. 35 メディア学入門 Introduction to Media Studies 1＋ マーサー Spring・Fall 2 　　　

p. 36 文化人類学入門 Introduction to Anthropology 1＋ 杉下 Spring・Fall 2

p. 182 文化グローバリゼーション入門 Introduction to Cultural Globalization 1＋ - - 2

p. 37 Global Issues: Wealth and Poverty I & II Global Issues: Wealth and Poverty I & II 2＋ イングリッシュ Spring・Fall 各2

p. 182
Studies in Global Events: World-views and
Policy I & II Studies in Global Events: World-views and Policy I & II 2＋ - - 各2

p. 183
Volunteerism: A Historical Survey of NGOs I
& II Volunteerism: A Historical Survey of NGOs I & II 2＋ - -

p. 38 Studies In Environmentalism I & II Studies In Environmentalism I & II 2＋ 橋詰 Spring・Fall 各2 　　　

p. 39 English Media and Culture I & II English Media and Culture I & II 2＋ マーサー Fall 各2     　 Ⅰのみ開講

p. 40 Business Communication in English I & II Business Communication in English I & II 2＋ イングリッシュ Spring・Fall 各2

p. 41
Communicative English for Global Citizenship
I & II Communicative English for Global Citizenship I & II 2＋ ケニー Spring・Fall 各2

p. 42 英語試験対策講座 I Test Preparation I 2＋ 西井・TBA Spring・Fall 2

p. 43 英語試験対策講座 II Test Preparation II 2＋ 西井 Fall 2

p. 183 英語試験対策講座 III Test Preparation III 1＋ - - 2

p. 44 Study Abroad I - V Study Abroad I - V 1＋ 張　琪 Spring・Fall 2

p. 46 Study Abroad VI - VIII Study Abroad VI - VIII 1＋ 張　琪 Spring・Fall 4

p. 47 Internship Abroad Internship Abroad 3＋ 渡邊（泰） Spring 4

p. 48 グローバル・ヒストリー Global History 1＋ クルナザロバ Fall 4

p. 50 国際関係論入門 International Relations 1＋ クルナザロバ Spring 4

p. 52 経営学入門 Introduction to Management 1＋ 芦田 Fall 4

p. 53 英文会計基礎 Fundamental Accounting in English 2＋ ホノベ Spring 4

p. 54 統計学入門 Introduction to Statistics 1＋ 渡邊（泰） Spring 4

p. 55 コンピューター入門 Introduction to Computers 1＋ 浅原 Spring・Fall 4

p. 56 ジェンダー論 Gender Studies 2＋ 小松 Spring 4

p. 57 文化心理学 Cultural Psychology 1＋ ジョイス Fall 4

p. 59 社会科学のための統計学 Social Science Statistics 2＋ ジョイス Spring 4

p. 61 ヴィジュアルコミュニケーション入門 Introduction to Visual Communication 2＋ マーサー Spring 4

p. 62 記号論入門 Introduction to Semiotics 2＋ マーサー Fall 4

p. 63 日本文学 Japanese Literature 1＋ ムスタツェア Fall 4

p. 64 湘南の文学 Shonan Literature 1＋ 中澤（弥） Fall 4

p. 65 中国文学 Chinese Literature 1＋ ホノベ Fall 4

p. 66 日本の法律 Japanese Law 1＋ 金井 Spring・Fall 4

p. 68 日本の歴史 Japanese History 1＋ 藤田 Spring・Fall 4

p. 184 科学の歴史 History of Science 1＋ - - 4

p. 69 教育心理学 Educational Psychology 1＋ 竹内 Fall 2 教職課程

p. 184 学習心理学 Psychology of Learning 1＋ - - 2
教職課程（2014-2018年度入
学生のみ）

p. 70 こころの科学 Science of Mind 1＋ 新屋 Fall 2

p. 185 英語学基礎 English Linguistics Basic 1＋ - - 2
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Level
科目群

Course Title (Japanese)
科目名

Course Title (English)
科目名（英字）

Year
年次

Instructor
担当教員名

Semester
学期

Required
必修

Restricted
Elective

選択必修

Elective
選択

Note
備考

p. 71 体育 Physical Education 1＋ TBA Spring・Fall 2

p. 72 キャリア形成論 Career Development 1＋ 竹内 Spring・Fall 4

p. 185 職業理解とキャリア 1 - - 2

p. 73 国内インターンシップ概論 Introduction to Domestic Internship 2, 3 中澤（文） Spring・Fall 2

p. 74 国内インターンシップ実習 I Domestic Internship : Practice I 2, 3 中澤（文） Spring・Fall 2

p. 74 国内インターンシップ実習 II Domestic Internship : Practice II 2, 3 堂下 Spring・Fall 2

p. 75 日本語文章表現法 1＋ 廣田、安西、他 Spring・Fall 4

p. 76 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞのための数学入門 Introduction to Mathematics for Global Studies 1＋ 渡邊（泰） Spring・Fall 2

- 共通科目特別講義 I Special Lectures for General Courses I 1＋ - - 4

p. 77 共通科目特別講義 II Special Lectures for General Courses II 2＋ マリノフ Spring 4 グローバル企業とキャリアデザイン

p. 78 共通科目特別講義 III Special Lectures for General Courses III 1 渡邊（浩） Spring 2 志スタートアップ

p. 78 共通科目特別講義 IV Special Lectures for General Courses IV 1 渡邊（浩） Fall 2 志スタートアップ

p. 79 共通科目特別講義 V Special Lectures for General Courses V 1＋ パルマー Spring・Fall 4 グローバル時事問題

- 共通科目特別講義 VII Special Lectures for General Courses VII 1＋ - - 2

p. 80 共通科目特別講義 VIII Special Lectures for General Courses VIII 3 堂下 Spring Break
Intensive

2 進路のための学力アップ講座

p. 81 中国語 I Chinese I 2＋ 呉　燕 Spring・Fall 2

p. 82 中国語 II Chinese II 2＋ 呉　燕 Fall 2

p. 186 中国語 III Chinese III 2＋ - - 2

p. 83 韓国語 I Korean I 2＋ 李 光宰 Spring 2

p. 84 韓国語 II Korean II 2＋ 李 光宰 Fall 2

p. 85 日本語初級 Japanese for Beginners 1＋ 山口 Fall 2

p. 86 日本語中級 Intermediate Japanese 1＋ 佐久間、浅井 Spring・Fall 2

p. 87 日本語上級 Advanced Japanese 1＋ 佐久間 Fall 2

p. 88 観光 I Tourism I 2＋
田中（孝）、

李　崗
Spring・Fall 4

p. 89 観光 II Tourism II 2＋ 韓、李　崗 Spring・Fall 4

p. 90 観光 III Tourism III 3＋ 田中（孝） Spring 4

p. 91 観光 IV Tourism IV 3＋ 堂下 Spring 4

p. 93 Travel and Tourism Workplace English I & II Travel and Tourism Workplace English I & II 2＋ 油木田 Spring・Fall 各2 教職選択

p. 94 ホスピタリティ・マネジメント I Hospitality Management I 2＋ 張（陽） Spring・Fall 2

p. 96 ホスピタリティ・マネジメント II Hospitality Management II 2＋ 藤本 Spring・Fall 2 JTB

- ホスピタリティ・マネジメント III Hospitality Management III 2＋ TBA Fall 2 ANA Webシラバスを確認

p. 97 ホスピタリティ・マネジメント IV Hospitality Management IV 2＋ 齋藤 Spring・Fall 2 NKS

p. 186 現代観光研究 I Current Issues in Tourism I 2＋ - - 4

p. 187 現代観光研究Ⅱ Current Issues in Tourism II 2＋ - - 4

p. 98 キリスト教の世界観 Christian Views on the World 2＋ 小松 Spring・Fall 4

p. 99 アジアの宗教 Religions in Asia 3＋ 小松 Fall 4

p. 100 日本の宗教 Religions in Japan 3＋ 小松 Spring 4

p. 101 質的調査方法論 Qualitative Research Methods 2＋ 堂下 Spring 4

p. 102 日本人と他者 Japanese and Others 3＋ 杉下 Fall 4

p. 103 消費主義の比較文化論 Consumption in Cross-cultural Perspective 3＋ 太田 Spring 4

p. 104 消費社会と日本の大衆文化 Japanese Society through Its Popular Culture 3＋ 太田 Fall 4

p. 106 仕事と若者論 Japanese Work Environment and Young People 3＋ 太田 Spring 4

p. 187 身体とアイデンティティ Body and Identity 2＋ - - 4

p. 107 癒しの文化論 Healing and Culture 2＋ 韓 Spring・Fall 4

p. 109 地球社会と日本 Global Community and Japan 2＋ 堂下 Fall 4

p. 110 地球社会とアジア I Global Community and Asia I 2＋ 田中（孝） Spring・Fall 4

p. 111 地球社会とアジア II Global Community and Asia II 2＋ 韓 Spring・Fall 4

p. 113 地球社会とアジア III Global Community and Asia III 3＋ 太田 Fall 4

p. 114 地球社会とアフリカ I Global Community and Africa I 3＋ 杉下 Spring 4

p. 115 地球社会とアフリカ II Global Community and Africa II 3＋ 杉下 Fall 4
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Level
科目群

Course Title (Japanese)
科目名

Course Title (English)
科目名（英字）

Year
年次

Instructor
担当教員名

Semester
学期

Required
必修

Restricted
Elective

選択必修

Elective
選択

Note
備考

p. 116 地球社会とアメリカ Global Community and America 2＋ 三吉 Spring・Fall 4 教職必修

- 地球社会とオーストラリア Global Community and Australia 2＋ TBA Fall 4 教職必修

p. 117 地球社会とヨーロッパ I Global Community and Europe I 2＋ 木村 Spring・Fall 4

p. 118 地球社会とヨーロッパ II Global Community and Europe II 3＋ 木村 Spring 4

p. 119 美術論 Theory of Arts 3＋ 深松
Summer
Intensive

4

p. 120 コミュニケーション Communication 3＋ 萩原 Spring・Fall 4

p. 122 通訳概論 Introduction to Interpretation 2＋ 小松原 Fall 4

p. 123 翻訳概論 Introduction to Translation 2＋ 小松原 Spring 4

p. 124 認知心理学 Cognitive Psychology 2＋ ジョイス Spring 4

p. 126 言語心理学 Psycholinguistics 2＋ ジョイス Fall 4

p. 128 ホスピタリティ・マネジメント特別講義 I Special Lectures for Hospitality Management I 2＋ 李　崗 Spring 4 観光地域の管理と運営

- ホスピタリティ・マネジメント特別講義 II Special Lectures for Hospitality Management II 2＋ - - 4

p. 129 ホスピタリティ・マネジメント特別講義 III Special Lectures for Hospitality Management III 2＋ 堂下 Spring 2 接客・おもてなし英語

- ホスピタリティ・マネジメント特別講義 IV Special Lectures for Hospitality Management IV 2＋ - - 2

p. 130 ホスピタリティ・マネジメント特別講義 V Special Lectures for Hospitality Management V 2＋ 根本 Spring・Fall 2 世界遺産検定3級対策講座

p. 131 ホスピタリティ・マネジメント特別講義 Ⅵ Special Lectures for Hospitality Management VI 2＋ 根本 Spring 2 世界遺産検定2級対策講座

p. 132 英語学 I English Linguistics I 2＋ 山田（大） Spring 4 教職必修

p. 133 英語学 II English Linguistics II 2＋ 山田（大） Fall 4 教職必修

p. 134 英米文学 I English and American Literature I 2＋ 田中（ち） Spring 4 教職必修

p. 135 英米文学 II English and American Literature II 2＋ 田中（ち） Fall 4 教職必修

p. 136 人間安全保障 International Protection of Human Rights 2＋ クルナザロバ Spring 4

p. 138 国際関係論：南・東南アジア International Relations of South and Southeast Asia 2＋ クルナザロバ Fall 4

p. 188 国際関係論：中央アジア International Relations of Central Asia 2＋ - - 4

- 国際法と国際機関 International Law and Organizations 3＋ - - 4

p. 140 多文化共生論 Multiculturalism 3＋ 杉下 Fall 4

p. 141 アフリカの時事問題 Current Issues in Africa 3＋ 杉下 Spring 4

p. 142 環境政策 Environmental Policy 2＋ 橋詰 Fall 4

p. 188 エネルギーと環境 Energy and Environment 3＋ - - 4

p. 143 国際協力 International Cooperation 3＋ 橋詰 Spring 4

p. 189 資源と環境 Resource and Environment 3＋ - - 4

p. 144 リーダーシップ論 Leadership 3＋ 嶋 Spring 4

p. 145 マクロ経済学 Macroeconomics 2＋ 西井 Spring 4

p. 146 ミクロ経済学 Microeconomics 2＋ 渡邊（泰） Fall 4

- 国際経済学 International Economics 3＋ - - 4

p. 147 金融論 Theory of Finance 2＋ ホノベ Spring 4

p. 148 国際会計論 International Accounting 2＋ ホノベ Fall 4

p. 149 多国籍企業会計 Accounting for Multinational Firms 2＋ ホノベ Spring 4

p. 150 簿記 Bookkeeping 2＋ 林 Spring 4

p. 151 国際経営論 International Management 3＋ 嶋 Fall 4

p. 152 比較経営論 Comparative Management 3＋ マリノフ Fall 4

p. 153 経営戦略論 Strategic Management 3＋ 東 Fall 4

p. 154 マーケティング論 Theory of Marketing 3＋ 芦田 Spring 4

p. 155 情報処理 I Information Processing I 2＋ 張　琪 Spring 4

p. 156 情報処理 II Information Processing II 2＋ 張　琪 Spring・Fall 4

p. 189 Web デザイン Web Design 2＋ - - 4

p. 157 ポストモダニズムと社会 Postmodernism and Society 2＋ マーサー Spring 4

p. 158 日本近代史 History of Modern Japan 3＋ 藤田 Fall 4

p. 159 ゼミナール I Seminar I 3＋ See timetable Spring 2

p. 159 ゼミナール II Seminar II 3＋ See timetable Fall 2

p. 159 ゼミナール III Seminar III 4 See timetable Spring 2
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Level
科目群

Course Title (Japanese)
科目名

Course Title (English)
科目名（英字）

Year
年次

Instructor
担当教員名

Semester
学期

Required
必修

Restricted
Elective

選択必修

Elective
選択

Note
備考

p. 159 ゼミナール IV Seminar IV 4 See timetable Fall 2

p. 160 卒業研究 Graduation Research 4 See timetable Falll 4

p. 161 プロジェクト・ゼミナールⅠ Project Seminar I 3＋ 廣田 Spring - Fall 2 教職キャリア向上講座

p. 162 プロジェクト・ゼミナール III Project Seminar III 2＋ 藤田 Spring・Fall 2 藤沢湘南の戦争とその遺産

p. 164 プロジェクト・ゼミナール IV・V Project Seminar IV・V 2＋ 西井 Spring・Fall 各2 寺島実郎学長監修リレー講座

p. 165 プロジェクト・ゼミナール VI Project Seminar VI 2＋ 長田 Spring・Fall 2 日本伝統文化：いけばな理論と実践

p. 166 プロジェクト・ゼミナール VII Project Seminar VII 2＋ 堂下 Fall 2 藤沢ストーリー

p. 167 教育原理 Educational Principles 1＋ 山田（知） Spring Break
 Intensive

2 卒業要件外

p. 168 教職概論 Teaching Profession 1＋ 廣田 Spring 2 卒業要件外

p. 169 教育制度論 Educational System 2＋ 廣田 Fall 2 卒業要件外

p. 190 特別支援 Special Needs Education 3＋ - - 2
卒業要件外・2019年度以降
入学生適応

p. 170 教育課程総論 The Study of Curriculum 2＋ 岡田 Spring 2 卒業要件外

p. 171 道徳教育論 Study of Ethics Education 3＋ 廣田 Fall 2 卒業要件外

p. 190 総合的な学習の時間の指導法 Teaching Method on Periods of Integrated Studies 3＋ - - 1
卒業要件外・2019年度以降
入学生適応

p. 173 特別活動 Extra-curricular Activities 2＋ 関根 Spring 2 卒業要件外

p. 174 教育方法 Educational Methods 2＋ 竹内 Spring 2 卒業要件外

p. 175 生徒指導・進路指導論 Student and Career Guidance 1＋ 関根 Fall 2 卒業要件外

p. 176 教育相談 Educational Counseling 3＋ 石島 Fall 2 卒業要件外

p. 177 英語科教育法 I Teaching Method on Teaching English I 3＋ 山田（大） Spring 4 卒業要件外

p. 178 英語科教育法 II Teaching Method on Teaching English II 3＋ 山田（大） Fall 4 卒業要件外

p. 179 介護等体験実習事前事後指導 The pre/post guidance for experience training / practicing 3＋ 廣田 Spring 1 卒業要件外

p. 180 教育実習 I Student Teaching I 4 廣田・大場 Spring 3 卒業要件外

p. 180 教育実習 II Student Teaching II 4 廣田・大場 Spring 2 卒業要件外

p. 181 教職実践演習（中・高） Teaching Practice 4 廣田 Fall 2 卒業要件外

ハイフン(-)  Not Offered in 2020 / 2020年度開講しない。

「特別講義」とは各科目区分においてグローバルスタディーズ学部にふさわしいテーマで開講される。

S
e
m

in
ar /

ゼ
ミ

ナ
ー

ル

T
e
ac

h
e
r's L

ic
e
n
se

 P
ro

gram
 /

教
職

に
関

す
る

科
目

Page
ページ

M
ajo

r R
e
late

d C
o
u
rse

s /
 専

門
教

育
科

目

Division
科目区分



CONTENTS / 目次  - Curriculum 2009 - 2013  

2009-2013 Entrants / 2009-2013年度入学生

Level
科目群

Course Title (Japanese)
科目名

Course Title (English)
科目名（英字）

Class
クラス

Year
年次

Instructor
担当教員名

Semester
学期

Required
必修

Restricted
Elective

選択必修

Elective
選択

Note
備考

p. 13 英語集中教育：リーディング I & II Academic English Program: Reading I & II All 1＋ See timetable Spring・Fall 各4

p. 14 英語集中教育：ライティング I & II Academic English Program: Writing I & II All 1＋ See timetable Spring・Fall 各4

p. 15 英語集中教育：リスニング I & II Academic English Program: Listening I & II All 1＋ See timetable Spring・Fall 各4

p. 16 英語集中教育：スピーキン グ I & II Academic English Program: Speaking I & II All 1＋ See timetable Spring・Fall 各4

p. 17 資格英語Ⅰ：TOEFL・TOEIC・IELTS特講（2年次） Preparation Courses for English Examinations I 2＋ See timetable Spring・Fall 2

p. 17 資格英語Ⅱ：TOEFL・TOEIC・IELTS特講（2年次） Preparation Courses for English Examinations II 2＋ See timetable Spring・Fall 2

p. 19 日本学入門 Japanese Culture and Society 1＋ 太田 Spring・Fall 2

p. 20 グローバルスタディーズ入門 Introduction to Global Studies 1＋ クルナザロバ Spring・Fall 2

p. 28 哲学入門 Introduction to Philosophy 1＋ 立田 Spring・Fall 2

p. 29 心理学入門 Introduction to Psychology 1＋ ジョイス Spring・Fall 2 　　　　8単位修得

p. 31 経済学入門 Introduction to Economics 1＋ 渡邊(泰) Spring・Fall 2

p. 32 情報化社会とグローバル化 Informatization and Globalization Society 1＋ 張　琪 Spring・Fall 2

p. 33 環境保全入門 Introduction to Environmental Protection 1＋ 橋詰 Spring・Fall 2

p. 182 文化グローバリゼーション入門 Introduction to Cultural Globalization 1＋ - - 2

p. 136 人間安全保障 International Protection of Human Rights 2＋ クルナザロバ Spring 4

p. 48 グローバル・ヒストリー Global History 1＋ クルナザロバ Fall 4

p. 52 経営学入門 Introduction to Management 1＋ 芦田 Fall 4

p. 55 コンピューター入門 Introduction to Computers 1＋ 浅原 Spring・Fall 4

p. 109 地球社会と日本 Global Community and Japan 2＋ 堂下 Spring 4

p. 145 マクロ経済学 Macroeconomics 2＋ 西井 Spring 4

p. 54 統計学入門 Introduction to Statistics 2＋ 渡邊(泰) Spring 4

p. 50 国際関係論入門 International Relations 1＋ クルナザロバ Spring 4

p. 57 文化心理学 Cultural Psychology 1＋ ジョイス Fall 4

- 文化人類学入門 Introduction to Anthropology 1＋ - - 4

p. 61 ヴィジュアルコミュニケーション入門 Introduction to Visual Communication 2＋ マーサー Spring 4

p. 59 社会科学のための統計学 Social Science Statistics 2＋ ジョイス Spring 4

p. 56 ジェンダー論 Gender Studies 2＋ 小松 Spring 4

p. 134 英米文学 I English and American Literature I 2＋ 田中（ち） Spring 4

p. 135 英米文学 II English and American Literature II 2＋ 田中（ち） Fall 4

p. 63 日本文学 Japanese Literature 1＋ ムスタツェア Fall 4

p. 64 湘南の文学 Shonan Literature 1＋ 中澤（弥） Fall 4

p. 71 体育 Physical Education 1＋ TBA Spring・Fall 2

p. 72 キャリア形成論 Career Development 1＋ 竹内 Spring・Fall 4

p. 185 職業理解とキャリア 1 - - 2

p. 73 国内インターンシップ概論 Introduction to Domestic Internship 2, 3 中澤（文） Spring・Fall 2

p. 74 国内インターンシップ実習 I Domestic Internship : Practice I 2, 3 中澤（文） Spring・Fall 2

p. 74 国内インターンシップ実習 II Domestic Internship : Practice II 2, 3 堂下 Spring・Fall 2

p. 75 日本語文章表現法 1＋ 廣田、安西、他 Spring・Fall 4

p. 42 英語試験対策講座 I Test Preparation I 2＋ 西井 Spring・Fall 2

p. 43 英語試験対策講座 II Test Preparation II 2＋ 西井 Fall 2

p. 183 英語試験対策講座 III Test Preparation III 1＋ - - 2

p. 37 Global Issues: Wealth and Poverty I & II Global Issues: Wealth and Poverty I & II 2＋ イングリッシュ Spring・Fall 各2

p. 182
Studies in Global Events: World-views and
Policy I & II Studies in International Events I & II 2＋ - - 各2

p. 183
Volunteerism: A Historical Survey of NGOs I
& II Volunteerism: A Historical Survey of NGOs I & II 2＋ - - 各2

p. 39 English Media and Culture I & II English Media and Culture I & II 2＋ マーサー Fall 各2 Iのみ開講

p. 40 Business Communication in English I & II Business Communication in English I & II 2＋ イングリッシュ Spring・Fall 各2

p. 44 Study Abroad I - V Study Abroad I - V 1＋ 張　琪 Spring・Fall 2

p. 46 Study Abroad VI - VIII Study Abroad VI - VIII 1＋ 張　琪 Spring・Fall 4

p. 47 Internship Abroad Internship Abroad 3＋ 渡邊(泰) Spring 4

p. 68 日本の歴史 Japanese History 1＋ 藤田 Spring・Fall 4
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Level
科目群

Course Title (Japanese)
科目名

Course Title (English)
科目名（英字）

Class
クラス

Year
年次

Instructor
担当教員名

Semester
学期

Required
必修

Restricted
Elective

選択必修

Elective
選択

Note
備考

p. 66 日本の法律 Japanese Law 1＋ 金井 Spring・Fall 4

p. 81 中国語 I Chinese I 2＋ 呉　燕 Spring・Fall 2

p. 82 中国語 II Chinese II 2＋ 呉　燕 Fall 2

p. 186 中国語 III Chinese III 2＋ - - 2

- 日本語中級 I Japanese Intermediate I 1＋ - - 4

- 日本語中級 II Japanese Intermediate II 1＋ - - 4

- 日本語上級 I Japanese Advanced I 1＋ - - 4

- 日本語上級 II Japanese Advanced II 1＋ - - 4

p. 187 身体とアイデンティティ Body and Identity 2＋ - - 4

p. 107 癒しの文化論 Healing and Culture 2＋ 韓 Spring・Fall 4

p. 98 キリスト教の世界観 Christian Views on the World 2＋ 小松 Spring・Fall 4

- 消費者としての女性 Women as Consumers 2＋ - - 4

p. 101 質的調査方法論 Qualitative Research Methods 2＋ 堂下 Spring 4

p. 62 記号論入門 Introduction to Semiotics 2＋ マーサー Fall 4

p. 157 ポストモダニズムと社会 Postmodernism and Society 2＋ マーサー Spring 4

p. 124 認知心理学 Cognitive Psychology 2＋ ジョイス Spring 4

p. 126 言語心理学 Psycholinguistics 2＋ ジョイス Fall 4

p. 88 観光 I Tourism I 2＋
田中（孝）、

李　崗
Spring・Fall 4

p. 89 観光 II Tourism II 2＋ 韓、李　崗 Spring・Fall 4

p. 110 地球社会とアジア I Global Community and Asia I 2＋ 田中（孝） Spring・Fall 4

p. 117 地球社会とヨーロッパ I Global Community and Europe I 2＋ 木村 Spring・Fall 4

- アフリカの文化：人類学的探究 African Cultures: Anthropological Exploration 3＋ - - 4

p. 100 日本の宗教 Religions in Japan 3＋ 小松 Spring 4

- 宗教と自己形成：アフリカの事例 Religion and Self-identification: African Cases 3＋ - - 4

- 教育人類学 Educational Anthropology 3＋ - - 4

p. 102 日本人と他者 Japanese and Others 3＋ 杉下 Fall 4

p. 90 観光 III Tourism III 3＋ 田中（孝） Spring 4

- 世界の食文化 Food Cultures in the World 3＋ - - 4

- ホスピタリティ I Hospitality I 3＋ - - 4

- ホスピタリティ II Hospitality II 3＋ - - 4

- ホスピタリティ III Hospitality III 3＋ - - 4

p. 111 地球社会とアジア II Global Community and Asia II 3＋ 韓 Spring・Fall 4

p. 113 地球社会とアジア III Global Community and Asia III 3＋ 太田 Fall 4

p. 118 地球社会とヨーロッパ II Global Community and Europe II 3＋ 木村 Spring 4

p. 120 コミュニケーション Communication 3＋ 萩原 Spring・Fall 4

p. 122 通訳概論 Introduction to Interpretation 2＋ 小松原 Fall 4

p. 123 翻訳概論 Introduction to Translation 2＋ 小松原 Spring 4

p. 188 国際関係論：中央アジア International Relations of Central Asia 2＋ - - 4

p. 138 国際関係論：南・東南アジア International Relations of South/Southeast Asia 2＋ クルナザロバ Fall 4

p. 116 地球社会とアメリカ Global Community and America 2＋ 三吉 Spring・Fall 4

- 地球社会とオーストラリア Global Community and Australia 2＋ TBA Fall 4

- 東アジア交流史 I The History of East Asian Relations I 2＋ - - 2

- 東アジア交流史 II The History of East Asian Relations II 2＋ - - 2

- 21世紀地球社会の構図 Historicity and Vernacular Forms of Memory 2＋ - - 4

- 21世紀地球社会の実現性：移民 The Interpretation of Cultures 2＋ - - 4

- 地球社会の切り口：ハワイのアメリカ文化 Global Community and Hawaii 2＋ - - 4

p. 119 日本美術交流 I History of Japanese Artistic Exchange: Pre-Modern Period 2＋ 深松
Summer
Intensive

2

p. 119 日本美術交流 II History of Japanese Artistic Exchange: Modern Period 2＋ 深松
Summer
Intensive

2

p. 142 環境政策 Environmental Policy 2＋ 橋詰 Fall 4

- 地球社会と東アジア Global Community and East Asia 3＋ - - 4

Division
科目区分
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Level
科目群

Course Title (Japanese)
科目名

Course Title (English)
科目名（英字）

Class
クラス

Year
年次

Instructor
担当教員名

Semester
学期

Required
必修

Restricted
Elective

選択必修

Elective
選択

Note
備考

p. 114 地球社会とアフリカ I Global Community and Africa I 3＋ 杉下 Spring 4

p. 115 地球社会とアフリカ II Global Community and Africa II 3＋ 杉下 Fall 4

- 日本外交の構造 Diplomatic Relations in Japan 3＋ - - 4

p. 158 日本近代史 History of Modern Japan 3＋ 藤田 Fall 4

- 民主主義とリーダーシップ Asian Democracy and Leadership 3＋ - - 4

- 国際法と国際機関 International Law and Organizations 3＋ - - 4

- 国際政治学 Sovereignty, Authority and Power 3＋ - - 4

p. 189 資源と環境 Resource and Environment 3＋ - - 4

p. 143 国際協力 International Cooperation 3＋ 橋詰 Spring 4

p. 144 リーダーシップ論 Leadership 3＋ 嶋 Spring 4

- イスラム教とキリスト教の対立と共存の歴史 History of the Muslim-Christian Relations 3＋ - - 4

- 現代の宗教の対立と共存
Religious Conflicts and Coexistence in the Contemporary
World 3＋ - - 4

p. 146 ミクロ経済学 Microeconomics 2＋ 渡邊(泰) Fall 4

p. 147 金融論 Theory of Finance 2＋ ホノベ Spring 4

p. 53 英文会計基礎 Fundamental Accounting in English 2＋ ホノベ Spring 4

p. 148 国際会計論 International Accounting 2＋ ホノベ Fall 4

p. 149 多国籍企業会計 Accounting for Multinational Firms 2＋ ホノベ Spring 4

p. 184 科学の心 Ethos of Science 2＋ - - 4

- 情報ネットワーク Information Network 2＋ - - 4

- ビジネス情報処理 Business Information Processing 2＋ 張　琪 Spring・Fall 4

- 情報倫理とセキュリティ Information Ethics and Security 2＋ - - 4

- マルチメディア情報処理 Multimedia Information Processing 2＋ - - 4

p. 189 Web デザイン Web Design 2＋ - - 4

- Web プログラミング Web Programing 2＋ - - 4

- サイボーグの光と影 Cyborg in Perspective 2＋ - - 4

- ナノテクのインパクト Impact of Nanotechnology 2＋ - - 4

p. 188 エネルギーと環境 Energy and Environment 3＋ - - 4

- 情報管理：データベース理論と実践
Information Management: Theory and Practice on
Database 3＋ - - 4

- 国際経済学 International Economics 3＋ - - 4

p. 151 国際経営論 International Management 3＋ 嶋 Fall 4

p. 103 消費主義の比較文化論 Consumption in Cross-cultural Perspective 3＋ 太田 Spring 4

p. 106 日本の職場 Japanese Workplace and Working Lives in Transition 3＋ 太田 Spring 4

- 日本社会と文化：文化人類学的視点 Japanese Society and Culture: Anthropological Perspective 3＋ - - 4

p. 104 消費社会と日本の大衆文化 Japanese Society through Its Popular Culture 3＋ 太田 Fall 4

p. 152 比較経営論 Comparative Management 3＋ マリノフ Fall 4

- 異文化間マネジメント Intercultural Management 3＋ - - 4

- グローバル企業の諸課題 Global Companies and the Challenges 3＋ - - 4

p. 77 グローバル企業の人事戦略 Global Companies and Personnel Strategy 3＋ マリノフ Spring 4

p. 150 簿記 Bookkeeping 2＋ 林 Spring 4

p. 153 経営戦略論 Strategic Management 3＋ 東 Fall 4

p. 154 マーケティング論 Theory of Marketing 3＋ 芦田 Spring 4

ハイフン(-) Not Offered in 2020 / 2020年度開講しない。
★「特別講義」とは各科目区分においてグローバルスタディーズ学部にふさわしいテーマで開講される。
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Curriculum Matrix / カリキュラムマトリックス2014 - 2020
2014 - 2020 Entrants / 2014 - 2020年度入学生

Level
科目群

Course Title (Japanese)
科目名

Course Title (English)
科目名（英字）

Year
年次

(1) 知識と理解
【グローカル社
会に対する理

解】

(2) 思考と判断
【考え抜く力】

(3) 関心と意欲

【社会の発展に

貢献する力】

(4) 表現と技能

【役割分担によ

り組織目標の達

成に貢献する

力】

(5) 高い志

【環境対応能力

と先進性】

Reading I & II Reading I & II 1＋ ○ ◎

Grammar and Writing I & II Grammar and Writing I & II 1＋ ○ ◎

Listening and Pronunciation I & II Listening and Pronunciation I & II 1＋ ○ ◎

Speaking I & II Speaking I & II 1＋ ○ ◎

TOEIC演習 TOEIC Preparation 2＋ ○ ◎

日本学入門 Japanese Culture and Society 1＋ ◎ ○

グローバルスタディーズ入門 Introduction to Global Studies 1＋ ◎ ○

哲学入門 Introduction to Philosophy 1＋ ○ ◎

心理学入門 Introduction to Psychology 1＋ ◎ ○

経済学入門 Introduction to Economics 1＋ ◎ ○

情報化社会とグローバル化 Informatization and Globalization Society 1＋ ◎ ○

環境保全入門 Introduction to Environmental Protection 1＋ ◎ ○

国際理解入門 Introduction to Global Understanding 1＋ ◎ ○

メディア学入門 Introduction to Media Studies 1＋ ○ ◎

文化人類学入門 Introduction to Anthropology 1＋ ◎ ○

文化グローバリゼーション入門 Introduction to Cultural Globalization 1＋ ◎ ○

Global Issues: Wealth and Poverty I & II Global Issues: Wealth and Poverty I & II 2＋ ◎ ○

Studies in Global Events: World-views and
Policy I & II Studies in Global Events: World-views and Policy I & II 2＋ ◎ ○

Volunteerism: A Historical Survey of NGOs I
& II Volunteerism: A Historical Survey of NGOs I & II 2＋ ◎ ○

Studies In Environmentalism I & II Studies In Environmentalism I & II 2＋ ◎ ○

English Media and Culture I & II English Media and Culture I & II 2＋ ○ ◎

Business Communication in English I & II Business Communication in English I & II 2＋ ○ ◎

Communicative English for Global Citizenship
I & II Communicative English for Global Citizenship I & II 2＋ ○ ◎

英語試験対策講座 I Test Preparation I 2＋ ◎ ○

英語試験対策講座 II Test Preparation II 2＋ ◎ ○

英語試験対策講座 III Test Preparation III 1＋ ◎ ○

Study Abroad I - V Study Abroad I - V 1＋ ◎ ○

Study Abroad VI - VIII Study Abroad VI - VIII 1＋ ◎ ○

Internship Abroad Internship Abroad 3＋ ◎ ○

グローバル・ヒストリー Global History 1＋ ◎ ○

国際関係論入門 International Relations 1＋ ◎ ○

経営学入門 Introduction to Management 1＋ ◎ ○

英文会計基礎 Fundamental Accounting in English 2＋ ◎ ○

統計学入門 Introduction to Statistics 1＋ ◎ ○

コンピューター入門 Introduction to Computers 1＋ ◎ ○

ジェンダー論 Gender Studies 2＋ ◎ ○

文化心理学 Cultural Psychology 1＋ ◎ ○

社会科学のための統計学 Social Science Statistics 2＋ ◎ ○

ヴィジュアルコミュニケーション入門 Introduction to Visual Communication 2＋ ◎ ○

記号論入門 Introduction to Semiotics 2＋ ◎ ○

日本文学 Japanese Literature 1＋ ◎ ○

湘南の文学 Shonan Literature 1＋ ◎ ○

中国文学 Chinese Literature 1＋ ◎ ○

日本の法律 Japanese Law 1＋ ◎ ○

日本の歴史 Japanese History 1＋ ◎ ○

科学の歴史 History of Science 1＋ ◎ ○

教育心理学 Educational Psychology 1＋ ◎ ○

学習心理学 Psychology of Learning 1＋ ◎ ○

こころの科学 Science of Mind 1＋ ◎ ○

英語学基礎 English Linguistics Basic 1＋ ○ ◎

S
tu

dy A
bro

ad /
留

学
科

目
A

dvan
c
e
d E

n
glish

 /
 上

級
英

語

Division
科目区分

E
n
glish

 P
ro

gram
 /

 語
学

C
o
re

 /
 選

択
必

修

F
o
u
n
datio

n
al C

o
u
rse

s /
 基

礎
教

育
科

目

G
e
n
e
ral L

e
c
tu

re
s /

 共
通

科
目

G
e
n
e
ral E

le
c
tive

 /
 共

通
一

般



Level
科目群

Course Title (Japanese)
科目名

Course Title (English)
科目名（英字）

Year
年次

(1) 知識と理解
【グローカル社
会に対する理

解】

(2) 思考と判断
【考え抜く力】

(3) 関心と意欲

【社会の発展に

貢献する力】

(4) 表現と技能

【役割分担によ

り組織目標の達

成に貢献する

力】

(5) 高い志

【環境対応能力

と先進性】

体育 Physical Education 1＋ ○ ◎

キャリア形成論 Career Development 1＋ ◎ ○

職業理解とキャリア 1 ○ ◎

国内インターンシップ概論 Introduction to Domestic Internship 2, 3 ◎ ○

国内インターンシップ実習 I Domestic Internship : Practice I 2, 3 ◎ ○

国内インターンシップ実習 II Domestic Internship : Practice II 2, 3 ◎ ○

日本語文章表現法 1＋ ○ ◎

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞのための数学入門 Introduction to Mathematics for Global Studies 1＋ ○ ◎

共通科目特別講義 I Special Lectures for General Courses I 1＋ ◎ ○

共通科目特別講義 II Special Lectures for General Courses II 2＋ ◎ ○

共通科目特別講義 III Special Lectures for General Courses III 1 ○ ◎

共通科目特別講義 IV Special Lectures for General Courses IV 1 ○ ◎

共通科目特別講義 V Special Lectures for General Courses V 1＋ ◎ ○

共通科目特別講義 VII Special Lectures for General Courses VII 1 ○ ◎

共通科目特別講義 VIII Special Lectures for General Courses VIII 3 ◎ ○

中国語 I Chinese I 2＋ ◎ ○

中国語 II Chinese II 2＋ ◎ ○

中国語 III Chinese III 2＋ ◎ ○

韓国語 I Korean I 2＋ ◎ ○

韓国語 II Korean II 2＋ ◎ ○

日本語初級 Japanese for Beginners 1＋ ◎ ○

日本語中級 Japanese Intermediate 1＋ ◎ ○

日本語上級 Japanese Advanced 1＋ ◎ ○

観光 I Tourism I 2＋ ◎ ○

観光 II Tourism II 2＋ ◎ ○

観光 III Tourism III 3＋ ◎ ○

観光 IV Tourism IV 3＋ ◎ ○

Travel and Tourism Workplace English I & II Travel and Tourism Workplace English I & II 2＋ ◎ ○

ホスピタリティ・マネジメント I Hospitality Management I 2＋ ○ ◎

ホスピタリティ・マネジメント II Hospitality Management II 2＋ ○ ◎

ホスピタリティ・マネジメント III Hospitality Management III 2＋ ○ ◎

ホスピタリティ・マネジメント IV Hospitality Management IV 2＋ ○ ◎

現代観光研究 I Current Issues in Tourism I 2＋ ○ ◎

現代観光研究Ⅱ Current Issues in Tourism II 2＋ ○ ◎

キリスト教の世界観 Christian Views on the World 2＋ ◎ ○

アジアの宗教 Religions in Asia 3＋ ◎ ○

日本の宗教 Religions in Japan 3＋ ◎ ○

質的調査方法論 Qualitative Research Methods 2＋ ◎ ○

日本人と他者 Japanese and Others 3＋ ◎ ○

消費主義の比較文化論 Consumption in Cross-cultural Perspective 3＋ ◎ ○

消費社会と日本の大衆文化 Japanese Society through Its Popular Culture 3＋ ◎ ○

仕事と若者論 Japanese Work Environment and Young People 3＋ ○ ◎

身体とアイデンティティ Body and Identity 2＋ ◎ ○

癒しの文化論 Healing and Culture 2＋ ◎ ○

地球社会と日本 Global Community and Japan 2＋ ◎ ○

地球社会とアジア I Global Community and Asia I 2＋ ◎ ○

地球社会とアジア II Global Community and Asia II 2＋ ◎ ○

地球社会とアジア III Global Community and Asia III 3＋ ◎ ○

地球社会とアフリカ I Global Community and Africa I 3＋ ◎ ○

地球社会とアフリカ II Global Community and Africa II 3＋ ◎ ○
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Level
科目群

Course Title (Japanese)
科目名

Course Title (English)
科目名（英字）

Year
年次

(1) 知識と理解
【グローカル社
会に対する理

解】

(2) 思考と判断
【考え抜く力】

(3) 関心と意欲

【社会の発展に

貢献する力】

(4) 表現と技能

【役割分担によ

り組織目標の達

成に貢献する

力】

(5) 高い志

【環境対応能力

と先進性】

地球社会とアメリカ Global Community and America 2＋ ◎ ○

地球社会とオーストラリア Global Community and Australia 2＋ ◎ ○

地球社会とヨーロッパ I Global Community and Europe I 2＋ ◎ ○

地球社会とヨーロッパ II Global Community and Europe II 3＋ ◎ ○

美術論 Theory of Arts 3＋ ◎ ○

コミュニケーション Communication 3＋ ◎ ○

通訳概論 Introduction to Interpretation 2＋ ○ ◎

翻訳概論 Introduction to Translation 2＋ ○ ◎

認知心理学 Cognitive Psychology 2＋ ◎ ○

言語心理学 Psycholinguistics 2＋ ◎ ○

ホスピタリティ・マネジメント特別講義 Ⅰ Special Lectures for Hospitality Management I 2＋ ◎ ○

ホスピタリティ・マネジメント特別講義 Ⅱ Special Lectures for Hospitality Management II 2＋

ホスピタリティ・マネジメント特別講義 III Special Lectures for Hospitality Management III 2＋ ○ ◎

ホスピタリティ・マネジメント特別講義 IV Special Lectures for Hospitality Management IV 2＋

ホスピタリティ・マネジメント特別講義 V Special Lectures for Hospitality Management V 2＋ ◎ ○

ホスピタリティ・マネジメント特別講義 VＩ Special Lectures for Hospitality Management VI 2＋ ◎ ○

英語学 I English Linguistics I 2＋ ○ ◎

英語学 II English Linguistics II 2＋ ○ ◎

英米文学 I English and American Literature I 2＋ ◎ ○

英米文学 II English and American Literature II 2＋ ◎ ○

人間安全保障 International Protection of Human Rights 2＋ ◎ ○

国際関係論：南・東南アジア International Relations of South and Southeast Asia 2＋ ○ ◎

国際関係論：中央アジア International Relations of Central Asia 2＋ ○ ◎

国際法と国際機関 International Law and Organizations 3＋ ◎ ○

多文化共生論 Multiculturalism 3＋ ◎ ○

アフリカの時事問題 Current Issues in Africa 3＋ ◎ ○

環境政策 Environmental Policy 2＋ ○ ◎

エネルギーと環境 Energy and Environment 3＋ ○ ◎

国際協力 International Cooperation 3＋ ○ ◎

資源と環境 Resource and Environment 3＋ ○ ◎

リーダーシップ論 Leadership 3＋ ○ ◎

マクロ経済学 Macroeconomics 2＋ ◎ ○

ミクロ経済学 Microeconomics 2＋ ◎ ○

国際経済学 International Economics 3＋ ○ ◎

金融論 Theory of Finance 2＋ ◎ ○

国際会計論 International Accounting 2＋ ◎ ○

多国籍企業会計 Accounting for Multinational Firms 2＋ ◎ ○

簿記 Bookkeeping 2＋ ○ ◎

国際経営論 International Management 3＋ ◎ ○

比較経営論 Comparative Management 3＋ ◎ ○

経営戦略論 Strategic Management 3＋ ◎ ○

マーケティング論 Theory of Marketing 3＋ ◎ ○

情報処理 I Information Processing I 2＋ ◎ ○

情報処理 II Information Processing II 2＋ ◎ ○

Web デザイン Web Design 2＋ ○ ◎

ポストモダニズムと社会 Postmodernism and Society 2＋ ◎ ○

日本近代史 History of Modern Japan 3＋ ◎ ○

ゼミナール I Seminar I 3＋ ◎

ゼミナール II Seminar II 3＋ ◎

ゼミナール III Seminar III 4 ◎
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Level
科目群

Course Title (Japanese)
科目名

Course Title (English)
科目名（英字）

Year
年次

(1) 知識と理解
【グローカル社
会に対する理

解】

(2) 思考と判断
【考え抜く力】

(3) 関心と意欲

【社会の発展に

貢献する力】

(4) 表現と技能

【役割分担によ

り組織目標の達

成に貢献する

力】

(5) 高い志

【環境対応能力

と先進性】

ゼミナール IV Seminar IV 4 ◎

卒業研究 Graduation Research 4 ◎

プロジェクト・ゼミナール I Project Seminar I 3＋ ○ ◎

プロジェクト・ゼミナール III Project Seminar III 2＋ ◎ ○

プロジェクト・ゼミナール IV・V Project Seminar IV・V 2＋ ◎

プロジェクト・ゼミナール VI Project Seminar VI 2＋ ◎

プロジェクト・ゼミナール VII Project Seminar VII 2＋ ◎ ○

教育原理 Educational Principles 1＋ ○ ◎

教職概論 Teaching Profession 1＋ ○ ◎

教育制度論 Educational System 2＋ ○ ◎

特別支援 Special Needs Education 3＋ ○ ◎

教育課程総論 The Study of Curriculum 2＋ ○ ◎

道徳教育論 Study of Ethics Education 3＋ ○ ◎

総合的な学習の時間の指導法 Teaching Method on Periods of Integrated Studies 3＋ ○ ◎

特別活動 Extra-curricular Activities 2＋ ○ ◎

教育方法 Educational Methods 2＋ ○ ◎

生徒指導・進路指導論 Student and Career Guidance 1＋ ○ ◎

教育相談 Educational Counseling 3＋ ○ ◎

英語科教育法 I Teaching Method on Teaching English I 3＋ ○ ◎

英語科教育法 II Teaching Method on Teaching English II 3＋ ○ ◎

介護等体験実習事前事後指導
The pre/post guidance for experience training /
practicing 3＋ ○ ◎

教育実習 I Student Teaching I 4 ○ ◎

教育実習 II Student Teaching II 4 ○ ◎

教職実践演習（中・高） Teaching Practice 4 ○ ◎
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科目名：Reading I & II 
Course Title：Reading I & II 

教員 / Instructor：時間割参照（See timetable） 
 

Division / 分野 English Program / 語学  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 各 2 
Office / 研究室  E-mail  

 
■Course Goals / 到達目標 

To help students become practical readers in English, able to read for information. 
To prepare students for encounters with a variety of texts and their social environments. 
英文から情報を的確に読み取る力を育成すること 
社会問題も含めた様々なジャンルの文章に慣れること 

■Course Description / 講義の概要 

This course encourages students to read more in English. The textbook contains readings on a variety of topics that 
should hold students’ interest. Reading should be fun!  The textbook topics are from National Geographic Learning and 
include topics on animals, music, travel and fun science. In addition to the textbook, instructors will use supplemental 
materials. There is large focus on vocabulary building. Instructors will also help students develop reading strategies that 
can increase comprehension ability. 
この授業はできる限り多くの英文を読むことを目的としている。使用するテキストはリーディングの本来の

楽しみが感じられるよう、幅広いジャンルを取り上げている。具体的には National Geographic Learning から選

ばれた動物や音楽、旅行や科学に関する文章を教科書で読み、補助教材も使用の予定。受講者は語彙の学習

に加え、読解力を向上させるためのスキル学習も行う。 
■Textbooks / 教科書 

Reading Explorer 2 (A Level) 
Reading Explorer 2 (B Level) 
Assigned during the classes. 授業中に指示する (C Level) 

■Course Readings / 指定図書 
To be announced in class.（授業内に指示） 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Active participation / 積極的な授業参加: 10% 
Assignments / Reports / Quizzes / Tests 週ごとの宿題・レポート・小テスト・定期テスト: 90% 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：Grammar and Writing I & II 
Course Title：Grammar and Writing I & II 

教員 / Instructor：時間割参照（See timetable） 
 

Division / 分野 English Program / 語学  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 各 2 
Office / 研究室  E-mail  
 

■Course Goals / 到達目標 

Students will:  
- learn academic writing styles. 
- expand their use of English vocabulary and knowledge of grammatical structures. 
- learn to cite information from sources. 
- learn and practice macro-revision and micro-revision techniques. 
- acquire critical thinking skills. 
・ アカデミックライティングのスタイルについて学習 
・ 使える語彙力の増強 
・ 情報引用の仕方 
・ マクロ的、ミクロ的な修正方法の習得 
・ 批判的な考え方の習得 

■Course Description / 講義の概要 

This course is designed to provide 1st year students an opportunity to develop their academic writing skills. The course 
will address organization, writing style, revision techniques, rhetorical modes and cross-cultural issues. Instructors will 
incorporate both inductive and deductive approaches to teaching syntax. Combining these approaches will help raise 
students' awareness of grammatical challenges in their writing. Since this is a process-writing course, students will write 
three drafts of each essay and keep all drafts in a writing portfolio. 
このコースはアカデミックライティングスキル向上を目的とした 1 年次向けのコースである。構成、スタイ

ル、修正方法、修辞的モード、そして異文化問題なども取り上げる。講師は帰納的、演繹的アプローチにて

指導する。こうした指導方法の中で、学生は自らの文法上の課題について認識することができる。一連のラ

イティングスキル向上コースであるため、学生は各エッセーのドラフトを書き、それをライティングポート

フォリオに保管しておくこと。 

■Textbooks / 教科書 

A Level and B Level - Writing from Within 2 
C Level – Writing from Within 1  

■Course Readings / 指定図書 
特になし 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Active participation / 積極的な授業参加 : 10% 
Writing assignments and quizzes / 課題および試験 : 90% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：Listening and Pronunciation I & II  
Course Title：Listening and Pronunciation I & II 

教員 / Instructor：時間割参照（See timetable） 
 

Division / 分野 English Program / 語学  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 各 2 
Office / 研究室  E-mail  
 

■Course Goals / 到達目標 

To further improve general listening comprehension skills 
To become confident in listening to English passages spoken at natural speed 
To be able to listen for the main ideas and specific details 
To better understand sound features of English 
To increase listening vocabulary 
To become fluent in listening to passages of a certain length 
Listening vocabulary は「聞いて意味が分かる語彙」 
更なる全体的なリスニング力の底上げ 
ナチュラルスピードの英語に自信をもつこと 
趣旨と枝葉の詳細部分のリスニング力の養成 
英語の音声的特長の更なる理解 
聞いて意味が分かる語彙の増強 
ある程度の長さを持った英語のリスニング力習得 

■Course Description / 講義の概要 

This course aims to further develop listening comprehension skills to help students understand various types of 
discourse spoken at natural speed. The topics will cover a wide range from everyday situations to global and cultural 
issues depending on the classes. Students will be exposed to longer listening pieces taken from the textbook, 
audio/visual segments from the internet and other medias, TOEIC practice materials and many others, and they are 
required to engage in listening exercises both in and outside of class. Activities include such activities as dictation, 
repetition, comprehension questions, reading scripts while listening, role-play, and discussion. Through these exercises, 
students are expected to increase their vocabulary and listening fluency and to become active listeners. 
このコースでは、ナチュラルスピードのさまざまな英語を理解するため、更なるリスニング力向上を図るこ

とを目的にしている。クラスに応じて、グローバルな問題や文化的問題などさまざまな日常生活の状況をト

ピックとする。教科書、インターネットの音声、動画教材、その他メディアから、より長めの教材で練習し、

授業内外においてリスニング練習をすることが求められる。リスニング、ロールプレイ、ディスカッション

などに加えて、ディクテーション、反復練習、内容理解の確認、スクリプト音読なども行う。これらを通し

て、語彙力やリスニング力を高め、アクティブリスナーとなることを目指す。 

■Textbooks / 教科書 
To be announced (Refer to the list of textbooks) 教科書リストを参照のこと。 

■Course Readings / 指定図書 
特になし 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Active participation / 積極的な授業参加: 10% 
Weekly listening assignments /Reports / Quizzes / Tests 週ごとの宿題・レポート・小テスト・定期テスト: 90% 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：Speaking I & II  
Course Title：Speaking I & II 

教員 / Instructor：時間割参照（See timetable） 
 

Division / 分野 English Program / 語学  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 各 2 
Office / 研究室  E-mail  
 

■Course Goals / 到達目標 

Students will:  
- Practice basic conversational skills to improve their communicative ability. 
- Practice pronunciation and learn pronunciation strategies.  
- Learn about cultural differences in conversation. 
- Practice techniques for academic and business presentation. 
- Develop professional presentation skills for using visual aids. 
- To compare and contrast views of social issues.  
この講義の目標は 
・コミュニケーション能力を高めるため、基礎的な会話を練習する 
・発音練習 
・会話における文化的な差異について学ぶ 
・アカデミック及びビジネスプレゼンテーションの技術を学ぶ 
・視覚的な資料を使ったプレゼンテーションスキルを身につける 
・社会的な事柄についてさまざまな視点を比較、対比させる 

■Course Description / 講義の概要 

This course will focus on developing students' basic interpersonal communication skills while also devoting ample time 
to teaching students how to make professional presentations. Therefore, class time will be divided between conversation 
practice, pronunciation practice and presentation practice. This course is designed to provide students with English 
conversation skills that will help them communicate more effectively. Since the focus is on communication, there will 
be plenty of group work and pair work in class. This will give students the maximum opportunity to practice speaking in 
English about various topics. The course will also address organization, presentation style, pronunciation and 
cross-cultural issues. Each student will give a minimum of three presentations plus several impromptu speeches.  
Presentations will be developed through an outline process and practiced in class two or three times each. 
この講義では、基礎的なコミュニケーションスキルおよびプレゼンテーションスキルを高めることを学ぶ。

授業中は、会話、発音、プレゼンテーションの訓練を行い、より効果的にコミュニケーションできるように

指導する。この授業では多くの時間をグループワークに費やし、様々なトピックで会話の訓練をする。また、

会話の構成、プレゼンテーションの様式、発音、異文化的な事柄にも取り組む。学生は最低 3 回のプレゼン

テーション、即興のスピーチが課せられる。 

■Textbooks / 教科書 

To be announced in class. 
■Course Readings / 指定図書 

Additional materials will be provided by the teacher.  
■Method of Evaluation / 評価方法 
Active participation / 積極的な授業参加: 10% 
Assignments / Speaking exercises / Quizzes / Tests  課題・スピーキング練習・・小テスト・定期テスト: 90% 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：TOEIC演習 
Course Title：TOEIC Preparation  

教員 / Instructor：山田 大介（Yamada, Daisuke）他 
 

Division / 分野 English Program / 語学  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail  
 

■Course Goals / 到達目標 

To obtain a score of 450 or above on the TOEIC. 
To improve English communication skills through preparation for the TOEIC. 
・TOEIC テストにおいて、450 点以上を目指し基礎学力を養う。 
・TOEIC のための準備を通じて、グローバルな共通語としての英語コミュニケーション能力を高める。 

■Course Description / 講義の概要 

This course aims at helping students increase their scores on the TOEIC test. The students are placed into appropriate 
levels based upon their scores on the TOEIC. A wide range of exercises will be offered in the TOEIC format in class so 
that the students can familiarize themselves with the question types and eventually increase their listening and reading 
proficiency. There will also be quizzes on vocabulary or practice test simulations in each class. To pass the course, 
students MUST attend the class regularly, complete their coursework, and obtain a score of approximately 450 on either 
the TOEIC-IP test or the TOEIC-SP test conducted during the semester. 
当科目は、履修者の TOEIC における得点向上の支援を目的とする。クラスは各自の TOEIC スコアに基づいて

編成される。授業では、出題形式に慣れ、それぞれのパートで要求されるリスニング及びリーディングのス

キルやコツを身につけることを目指し、TOEIC 形式による様々な問題演習を行う。また、各クラスで単語テ

ストや模擬試験演習などが課される。単位取得のためには、出席、課題などの他に、その学期内に実施され

る TOEIC-IP または公開テスト（【春学期の場合】4 月、7 月実施の IP テストか、4 月、5 月、6 月実施の公開

テスト、【秋学期の場合】10 月、12 月、1 月実施の IP テストか、9 月、10 月、11 月、12 月実施の公開テスト）

のいずれかで 450 点程度を取らなければならない 。 

■Textbooks / 教科書 
教科書販売目録を確認すること 

■References / 参考文献 
『TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ』（朝日新聞出版） 
『TOEIC テスト 基本例文 700 選』（アルク） 
『TOEIC L&R テスト いきなり 600 点!』（アルク） 
『出るとこ集中 10 日間！ TOEIC(R)テスト 読解編』（西東社） 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Participation in coursework 授業への参加度: 30% 
Quizzes and assignments 小テスト及び課題: 20% 
The scores on the TOEIC tests conducted during the semester 学期内実施の TOEIC スコア: 50% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

None 
■Additional Information / 留意点 
Students MUST enroll in classes as allocated based upon the results of their previous TOEIC-IP score. 
学生は、過去の TOEIC-IP テストの成績に基づいて 決定されたクラスで当科目を履修しなければならない 。 
Lectures will be conducted in Japanese in all the classes. 
すべてのクラスにおいて講義は日本語で行われる。 
2nd-year students who already obtained a score of 450 or above on the TOEIC-IP conducted in January in their first year 
will be exempt from enrolling for this course. 



【English Program / 語学】 

18 

1 年次の 1 月実施の TOEIC-IP テストにおいて 450 点以上を取った 2 年生は、当科目の履修を免除する。 
Students who failed this course in the spring semester MUST retake it in the fall semester, in classes as allocated based 
upon the results of their previous TOEIC-IP scores. 
春学期不合格になった学生は、過去の TOEIC-IP テストの成績に基づいて決定されたクラスにおいて、秋学期

に当科目を再履修しなければならない。 
Students need to apply for the TOEIC-SP tests entirely on their own. (The Academic Affairs Section has absolutely no 
involvement with this.) 
TOEIC公開テスト の申し込みは全て学生個人で行う必要がある（教務課は一切関知しない）。 
Scores on the TOEIC-SP tests conducted in July and January CANNOT be taken into account in grading. 
7 月および 1 月実施の公開テスト結果は、成績評価の対象にはならない （スコアが 3 ~ 4 週間後に出るため、

各学期の成績評価に間に合わない）。 
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科目名：日本学入門 
Course Title：Japanese Culture and Society  

教員 / Instructor：太田 哲（Ota, Satoshi） 
 

Division / 分野 Core / 選択必修 Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 306 E-mail ota@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

1. Students will gain adequate knowledge concerning Japanese studies 
2. Students will be able to discuss the features of Japanese society critically in English. 
3. This course will also enhance students' cultural sensitivity and recognition of Japan and other countries. 
この科目を履修することによって、 
1. 学生は日本学についての知識を得ることができる。 
2. 日本社会について（シンプルな）英語で説明できるようになる。 
3. 日本と諸外国における文化的差異や異文化理解力を高めることができる。 

■Course Description / 講義の概要 

This course offers a basic understanding of Japanese culture and society. Specifically, with reference to diverse research 
outcomes in the disciplines of anthropology and folklore, the basic understanding of current Japanese society will be 
introduced first, and various key issues concerning Japanese society, such as religions, minorities and popular culture, 
are explained. 
この科目では、履修者は日本の文化・社会の概要を学ぶ。具体的には、文化人類学や民俗学の研究成果を踏

まえて、日本社会の現況を紹介した後、血縁・地縁・社縁などの人間関係、宗教、マイノリティー、大衆文

化等、日本学の主要な項目を取り上げる。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

Sugimoto, Yoshio (Ed.). (2009). The Cambridge Companion to Modern Japanese Culture. Cambridge University Press. 
小松和彦、関一敏 編『新しい民俗学へ：野の学問のためのレッスン 26』せりか書房、2002 年 
Hendry Joy (2003) Understanding Japanese Society 3rd (ed.), London: Routledge  
■Reference List / 参考文献 

Nakane, Chie. (1970). Japanese Society. University of California Press. 
Other reading materials will be announced during the semester. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Presentation / 発表: 20% 
Essay / エッセー: 30%  
Final Exam / 学期末試験: 40% 
Other / その他: 10% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

This course does not require prerequisite courses.  
本講座の履修に際して事前に履修しなければならい科目は設けていない。 

■Additional Information / 留意点 

The class will be conducted in English, but there is no minimum requirement of TOEIC score. 
授業は英語で行うが TOEIC のスコアーは特に要求しない。ただし、英語文献を多く読むので英語力は必要と

する。 
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科目名：グローバルスタディーズ入門〔E〕 
Course Title：Introduction to Global Studies [E] 

教員 / Instructor：アイグル クルナザロバ（Kulnazarova, Aigul） 
 
Division / 分野 Core / 選択必修 Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 208 E-mail kulnazarova@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

 To study the currents of globalization, its forces and developments 
 To explore the ways in which the local is global and the global is highly local 
 To make connections between various disciplines, between the local and the global, and oneself and others 
 To help students become globally-oriented people through understanding contemporary global issues and 

challenges 
 To help students improve their academic skills through participation in class discussions and other activities 
 To help students adopt a global perspective in their learning about the contemporary world 
■Course Description / 講義の概要 

The “Global Studies” is a relatively new academic field, which is quickly expanding and becoming one of the major 
study areas in higher education since the beginning of the twenty-first century. This new field in education is a result of 
the changing world, which is now more interconnected and interdependent in all aspects of human life – political, social, 
economic, cultural, ecological and spiritual. This course is introductory and exploratory in nature, with emphasis on the 
phenomenon and effects of globalization.  
■Textbooks / 教科書 

Steger, Manfred (2017). Globalization: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 4th ed. 
■Course Readings / 指定図書 

Steger, Manfred (2017). Globalization: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 4th ed. 
DVD, “Syriana” (2005), documentary film “Chocolate: The Bitter Truth” (2010) 
■Reference List / 参考文献 
 
■Method of Evaluation / 評価方法 

• Attendance and participation: 30% 
(Participation does not mean only attendance; participation includes group and individual class activities, film 
reports and presentations, polemical discussions on critical global issues, etc.) 

• Midterm Project (in-brief paper and discussion): 30% 
• Final Term Project: 40% 
■Prerequisite / 事前履修科目等 

There is no course prerequisite. However, since this course will be taught in English, students are expected to have at 
least 350 TOEIC score. It is important that students understand the content of lectures, be able to participate in class 
activities and complete weekly assignments, midterm and final term projects by due dates. 

■Additional Information / 留意点 
• Attendance policy: Students are required to attend all weekly classes. In total, a student may be absent up to two times, 

intended to cover sickness, family emergency, etc. With the documented proof of evidence, such as doctor’s certificate, 
parents’ call to the school and similar, these absences will not be penalized, however each subsequent lack of presence 
in class will result in the make-up of all previous absences (obligatory, not subject to negotiation). Any absence 
(medical or family-related) must be reported to me in writing (via e-mail) or by phone before the missing class. 

• Course syllabus: The syllabus may be subject to change. The final version will be circulated after the course registration. 



【Core / 選択必修】 

21 

Therefore students are advised to use this version for general reference only. 

• Rules of Classroom Conduct: 
• No sleeping, napping, and talking or other disruptive activity is permitted during the class. 
• No phone calls, incoming or outgoing are allowed.  
• No smart phone can be used during the class, unless I will ask you to use it for class purpose. 
• No laptop is permitted during the class, unless I will ask you to use it for class purpose.  
• No late coming. 
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科目名：グローバルスタディーズ入門〔E / J〕 
Course Title：Introduction to Global Studies [E / J] 

教員 / Instructor：アイグル クルナザロバ（Kulnazarova, Aigul） 
 
Division / 分野 Core / 選択必修 Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 208 E-mail kulnazarova@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

 To study the currents of globalization, its forces and developments 
 To explore the ways in which the local is global and the global is highly local 
 To make connections between various disciplines, between the local and the global, and oneself and others 
 To help students become globally-oriented people through understanding contemporary global issues and challenges 
 To help students improve their academic skills through participation in class discussions and other activities 
 To help students adopt a global perspective in their learning about the contemporary world 
■Course Description / 講義の概要 
The “Global Studies” is a new academic field, which is quickly expanding and becoming one of the major study areas 
in higher education since the beginning of the 21st century. This new trend in education is a result of the changing world, 
which is now more interconnected and interdependent in all aspects of human life – political, social, economic, cultural, 
and spiritual. This course is introductory and exploratory in nature, with emphasis on the phenomenon and effects of 
globalization. 
■Textbooks / 教科書 
①マンフレット・B・ステイーガー(2009). 「グローバリゼーション」[日本版] 

■Course Readings / 指定図書 
①Manfred B. Steger (2017). Globalization: A Very Short Introduction. [English edition, original] 
②マンフレット・B・ステイーガー(2009). 「グローバリゼーション」[日本版] 

■Reference List / 参考文献 
DVD – “Syriana” (2005) 
Documentary film – “Chocolate: The Bitter Truth” (BBC, 2010) 
■Method of Evaluation / 評価方法 
・Attendance and Participation /出席参加: 30% 
(Participation does not mean only attendance. Students must prepare and participate in class activities, group work, 
discussions, reading review, etc. 参加とは、出席のみを意味するものではありません。学生はクラス活動、グル

ープワーク、ディスカッション、読書レビューなどを準備し、参加しなければなりません) 
・Story-telling Paper (Special): 10% 
This is a special assignment to cover a reduced one week from the semester calendar. Each student will be responsible 
for writing a story-telling paper (500 words in English) on “Globalization and My Community” and submitting it 
before or on Week 5. これは、学期カレンダーから 1 週間を短縮するための特別な割り当てです。学生は、「グ

ローバリゼーションとマイコミュニティ」に関するストーリーテリングペーパー（英語で 500 語）を作成し、

5 週目までに提出する責任があります。 
・Midterm Project / 中期プロジェクト: 20% 
・Final Project / 学期末プロジェクト: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

There is no course prerequisite, however students should have enough English language skills, at least 300 TOEIC 
score, and motivation towards learning and improvement.  
■Additional Information / 留意点 
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・Attendance policy/ 出席ポリシー: Students are required to attend all weekly classes. In total, a student may be absent 
up to two times (最大 2 つの不在), intended to cover sickness, family emergency, etc. With the documented proof of 
evidence, such as doctor’s certificate, parents’ call to the school and similar, these absences will not be penalized, 
however each subsequent lack of presence in class will result in the make-up of all previous absences (obligatory, not 
subject to negotiation). Any absence (medical or family-related) must be reported to me in writing (via e-mail) or by 
phone before the missing class. 
・Course syllabus/ コースシラバス : The syllabus may be subject to change. The final version will be circulated after 
the course registration. Therefore students are advised to use this version for general reference only. 
・Rules of Classroom Conduct/ 教室のルール : 
・No sleeping, napping, and talking or other disruptive activity is permitted during the class. 
・No phone calls, incoming or outgoing are allowed.  
・No smart phone can be used during the class, unless I will ask you to use it for class purpose. 
・No laptop is permitted during the class, unless I will ask you to use it for class purpose.  
・No late coming. 
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科目名：グローバルスタディーズ入門〔E〕 
Course Title：Introduction to Global Studies [E] 

教員 / Instructor：アイグル クルナザロバ（Kulnazarova, Aigul） 
 
Division / 分野 Core / 選択必修 Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 208 E-mail kulnazarova@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

 To study the currents of globalization, its forces and developments 
 To explore the ways in which the local is global and the global is highly local 
 To make connections between various disciplines, between the local and the global, and oneself and others 
 To help students become globally-oriented people through understanding contemporary global issues and challenges 
 To help students improve their academic skills through participation in class discussions and other activities 
 To help students adopt a global perspective in their learning about the contemporary world 
■Course Description / 講義の概要 
The “Global Studies” is a new academic field, which is quickly expanding and becoming one of the major study areas 
in higher education since the beginning of the 21st century. This new trend in education is a result of the changing world, 
which is now more interconnected and interdependent in all aspects of human life – political, social, economic, cultural, 
and spiritual. This course is introductory and exploratory in nature, with emphasis on the phenomenon and effects of 
globalization. 
■Textbooks / 教科書 

Steger, Manfred (2017). Globalization: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 4th ed. 
■Course Readings / 指定図書 

Steger, Manfred (2017). Globalization: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 4th ed. 
DVD, “Syriana” (2005), documentary film “Chocolate: The Bitter Truth” (2010) 
■Reference List / 参考文献 
 
■Method of Evaluation / 評価方法 

• Attendance and participation: 30% 
• (Participation does not mean only attendance; participation includes group and individual class activities, film 

reports and presentations, polemical discussions on critical global issues, etc.) 
• Midterm Project (in-brief paper and discussion): 30% 
• Final Term Project: 40% 
■Prerequisite / 事前履修科目等 

There is no course prerequisite. However, since this course will be taught in English, students are expected to have at 
least 350 TOEIC score. It is important that students understand the content of lectures, be able to participate in class 
activities and complete weekly assignments, midterm and final term projects by due dates. 

■Additional Information / 留意点 
・Attendance policy: Students are required to attend all weekly classes. In total, a student may be absent up to two times, 
intended to cover sickness, family emergency, etc. With the documented proof of evidence, such as doctor’s certificate, 
parents’ call to the school and similar, these absences will not be penalized, however each subsequent lack of presence 
in class will result in the make-up of all previous absences (obligatory, not subject to negotiation). Any absence (medical 
or family-related) must be reported to me in writing (via e-mail) or by phone before the missing class. 
・Course syllabus: The syllabus may be subject to change. The final version will be circulated after the course 
registration. Therefore students are advised to use this version for general reference only. 
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・Rules of Classroom Conduct: 
・No sleeping, napping, and talking or other disruptive activity is permitted during the class. 
・No phone calls, incoming or outgoing are allowed.  
・No smart phone can be used during the class, unless I will ask you to use it for class purpose. 
・No laptop is permitted during the class, unless I will ask you to use it for class purpose.  
・No late coming. 
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科目名：グローバルスタディーズ入門〔E / J〕 
Course Title：Introduction to Global Studies [E / J] 

教員 / Instructor：アイグル クルナザロバ（Kulnazarova, Aigul） 
 
Division / 分野 Core / 選択必修  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 208 E-mail kulnazarova@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

 To study the currents of globalization, its forces and developments 
 To explore the ways in which the local is global and the global is highly local 
 To make connections between various disciplines, between the local and the global, and oneself and others 
 To help students become globally-oriented people through understanding contemporary global issues and challenges 
 To help students improve their academic skills through participation in class discussions and other activities 
 To help students adopt a global perspective in their learning about the contemporary world 
■Course Description / 講義の概要 

The “Global Studies” is a new academic field, which is quickly expanding and becoming one of the major study areas in 
higher education since the beginning of the 21st century. This new trend in education is a result of the changing world, 
which is now more interconnected and interdependent in all aspects of human life – political, social, economic, cultural, 
and spiritual. This course is introductory and exploratory in nature, with emphasis on the phenomenon and effects of 
globalization. 
■Textbooks / 教科書 
①マンフレット・B・ステイーガー(2009). 「グローバリゼーション」[日本版] 

■Course Readings / 指定図書 
①Manfred B. Steger (2017). Globalization: A Very Short Introduction. [English edition, original] 
②マンフレット・B・ステイーガー(2009). 「グローバリゼーション」[日本版] 

■Reference List / 参考文献 
DVD – “Syriana” (2005) 
Documentary film – “Chocolate: The Bitter Truth” (BBC, 2010) 

■Method of Evaluation / 評価方法 
・Attendance and Participation /出席参加: 30% 
(Participation does not mean only attendance. Students must prepare and participate in class activities, group work, 
discussions, reading review, etc. 参加とは、出席のみを意味するものではありません。学生はクラス活動、グル

ープワーク、ディスカッション、読書レビューなどを準備し、参加しなければなりません) 
・Midterm Project / 中期プロジェクト: 30% 
・Final Project / 学期末プロジェクト: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

There is no course prerequisite, however students should have enough English language skills, at least 300 TOEIC 
score, and motivation towards learning and improvement. 
■Additional Information / 留意点 
・Attendance policy/ 出席ポリシー: Students are required to attend all weekly classes. In total, a student may be absent 
up to two times (最大 2 つの不在), intended to cover sickness, family emergency, etc. With the documented proof of 
evidence, such as doctor’s certificate, parents’ call to the school and similar, these absences will not be penalized, 
however each subsequent lack of presence in class will result in the make-up of all previous absences (obligatory, not 
subject to negotiation). Any absence (medical or family-related) must be reported either to me or the academic affairs 
section in writing (via e-mail) or by phone before the missing class. 
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・Course syllabus/ コースシラバス : The syllabus may be subject to change. The final version will be circulated after 
the course registration. Therefore students are advised to use this version for general reference only. 
・Rules of Classroom Conduct/ 教室のルール: 
・No sleeping, napping, and talking or other disruptive activity is permitted during the class. 
・No phone calls, incoming or outgoing are allowed.  
・No smart phone can be used during the class, unless I will ask you to use it for class purpose. 
・No laptop is permitted during the class, unless I will ask you to use it for class purpose.  
・No late coming. 
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科目名：哲学入門 
Course Title：Introduction to Philosophy  

教員 / Instructor：立田 由紀恵（Tatta, Yukie） 
 

Division / 分野 Core / 選択必修 Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail tatta@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

The goals of this course are: 
- To understand the major philosophical thoughts 
- To broaden our understanding of the world and of human beings 
- To learn to clarify our thoughts and express them in words  
・主な哲学思想を理解する 
・世界や人間についての私たちの理解を広げる 
・自分の考えをまとめ言葉で表現できるようになる 

■Course Description / 講義の概要 

Do you think philosophy belongs only to intellectuals? In fact, our way of thinking is based a log on the works of 
philosophers through history. In this course, we learn thoughts of a wide range of philosophers on various topics 
concerning such issues as human nature or the truth of the world and broaden our understanding of the world.  
哲学とは遠い世界のものではなく、私たちのものの見方に深く影響している。この授業では歴史上の主な哲

学者たちが出した「人間とは何か、世界とは何か」といった根本的な質問への答えを通して、私たち自身の

ものの考え方や世界のとらえ方を見直してみる。 

■Textbooks / 教科書 
N/A  / なし 

■Course Readings / 指定図書 
N/A  / なし 

■Reference List / 参考文献 
飲茶『史上最強の哲学入門』河出文庫、2015 年 
貫成人『哲学マップ』ちくま新書、2004 年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Active Participation / 積極的な授業参加度: 10% 
Response Paper / レスポンスペーパー（毎回授業の最後に記述）: 50% 
Final Exam / 学期末試験: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
N/A  / なし 

■Additional Information / 留意点 

- Class is conducted in English (EIKEN grade 4 level). If you have trouble with English, you can receive personal study 
support by the instructor.  
- Handout, list of English words on the handout and reading materials are uploaded on T-NEXT one week in advance. 
- You will fail if you miss 3 classes without a valid reasons (e.g. job hunting or sickness) and a proper document.  
・授業は平易な英語（英検４級程度）で行われる。英語が難しい場合は教員による個人的なサポートを受け

られる。 
・ハンドアウトと主要単語の和訳がリーディング教材と一緒に授業１週間前に T-NEXT 上で配布される。 
・正当な理由（就職活動、病気等）と書類がなく３回欠席した場合は不可となる。 
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科目名：心理学入門 
Course Title：Introduction to Psychology 

教員 / Instructor：テレンス ジョイス（Joyce, Terence） 
 

Division / 分野 Core / 選択必修 Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 209 E-mail terry@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Awareness of broad areas of psychology and important theoretical perspectives. 
Through lectures on biological basis and learning, we understand the basic question of human action, namely, why do we 
act as we do? Through lectures on perception, memory, and language, we understand the basic question of cognition, 
namely, how do we know what we know? Through lectures on social cognition and social interaction, we understand the 
basic question of social behavior, namely, how do we interact with each other? Through lectures on cognitive and social 
development, we understand the basic question of development, namely, how do we develop throughout the lifespan? And, 
through lectures on intelligence + personality, and mental well-being, we understand the basic question of individual 
differences, namely, how do we differ from others? 
Reflecting the importance of psychology for understanding all human behaviour, this course has relevance for all of the 
academic objectives of SGS's diploma policy, particularly, the objectives of (1) knowledge and understanding and (2) 
critical thinking and judgment. 
心理学の主要分野及び主要な理論的視点について知る。 
「人間の行動」分野に関する、生物学的基盤と学習の授業で、なぜ人間はそのようにふるまうのかという基本

問題を理解する。「認知」分野に関する、知覚、記憶と言語の授業で、いかにして知識は獲得されるかという基

本問題を理解する。「社会行動」分野に関する、社会的行動と社会的認知の授業で、人はいかに影響しあうかと

いう基本問題を理解する。「発達」分野に関する、認知的発達と社会的発達の授業で、生涯を通じ、人はどのよ

うに発達していくかという基本問題を理解する。さらに、「個人差」分野に関する、性格・知能と精神的健康の

授業で、個人はどのように異なっているかという基本問題を理解する。 
人間行動の全ての側面を理解するために、心理学は重要な領域である。このコースは本学のディプロマポリシ

ーの全てに関連しているが、特に、(1)知識と理解及び(2)思考と判断に焦点をあてる。 

■Course Description / 講義の概要 

Psychology studies all aspects of human behaviour and mental processes, and so the discipline is of particular relevance to 
everyone. This introduction to psychology course attempts to survey some of the more interesting findings from 
psychological research which provide valuable insights into human nature. Covering five broad areas of psychology, the 
course also highlights the influences of a number of theoretical perspectives, such as biological, evolutionary, 
psychoanalytical, cognitive, and cross-cultural approaches. 
このコースは、心理学とは何かを学ぶ入門コースである。心理学は、人間の行動および精神過程のあらゆる側

面を研究する学問であり、誰にとっても学ぶ価値がある。この授業では、心理学のさまざまな分野から、人間

の本質について新しい理解と発見をもたらしてきた学者たちの考え、及び、彼らの心理学への貢献を共に論じ

た後、生理学、行動主義、認知、精神分析学、異文化の視点から、人間理解と社会関係への貢献についても、

更に考察する。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 
Course materials are provided via the Sakai system. 教材の全ては、「サカイ」というシステムで提供する。 

■Reference List / 参考文献 

Gleitman, Henry, Fridlund, Alan J., & Reisberg, Daniel. (2004). Psychology. (Sixth edition). New York & London: Norton. 
Griggs, Richard A. (2006). Psychology: A concise introduction. New York: Worth Publishers. 
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Rathus, Spencer, (2008). Psychology, concepts and connections, media & research update. (9th Edition). 
Thomson-Wadsworth. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Active participation (key concept reviews, discussion) / 主体的な授業参加: 10% 
Weekly assignments (read materials and do weekly assignment on Sakai) / 教材を読んだ上で週ごとの課題: 20% 
Reports (write two reports that appropriately answer assigned questions) / レポート: 30% 
Final examination (multiple-choice format examination of course material) / 学期末試験: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

Although course materials include Japanese summaries and translations of terms, please note that this course is conducted 
in English. Accordingly, students with TOEIC scores below 350 may find the course challenging. 
講義は英語で行わられるが、日本語のまとめ及び用語の翻訳は提供する。なお、TOEIC が 350 点以下の学生に

とっては、本講義は難しいことが予想されるので留意すること。 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：経済学入門 
Course Title：Introduction to Economics 

教員 / Instructor：渡邊 泰典（Watanabe, Yasunori） 
 

Division / 分野 Core / 選択必修 Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 201 E-mail y-watanabe@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

- To know the range of topics treated in Economics 
- To understand the concept of demand curve and supply curve, and how we can analyze markets with them 
- To understand the fundamental relationship among GDP, price levels, and unemployment 
- To acquire economical way ot thinking 
・経済学が扱う問題の範囲を知る 
・需要曲線と供給曲線の考え方，およびこれらを用いた市場分析の仕方を理解する 
・GDP，物価，そして失業の間の基本的な関係を理解する 
・経済学的な考え方を身につける 

■Course Description / 講義の概要 

This course is designed to offer fundamental ideas and concepts in Economics. We will cover the field of both 
microeconomics and macroeconomics. Microeconomics treats how individual agents (e.g. households, firms, and 
governments) make their decisions and includes the concepts like opportunity cost, demand and supply, and market and 
governments. On the other hand, macroeconomics treats relationships between aggregated variables in the whole 
economy and includes the concepts like GDP, unemployment, and general prices. 
In this course, students will be required to read assigned materials and submit prep notes in advance. In addition, 
students are required to submit book reports to deepen their understanding about economics. 
この講義では，経済学の基本的な考え方や概念について学習する．講義で取り扱う題材はミクロ経済学，マ

クロ経済学の両分野にまたがる．ミクロ経済学は家計，企業などの個別の経済主体がどのような意思決定を

行うかを扱う分野であり，機会費用，需要と供給，市場と政府，などが含まれる．もう一方のマクロ経済学

は，経済全体で集計される変数間の関係を扱う分野であり，GDP，失業，物価，などが含まれる． 
講義に参加する学生はあらかじめ指定の教材を読み，予習ノートを提出しておく必要がある．また，経済学

に対する知識を深めるためのブックレポートの提出が要求される． 

■Textbooks / 教科書 
マンキュー (2019) 『マンキュー入門経済学 第 3 版』，足立他訳，東洋経済新報社 

■Reference List / 参考文献 

Mankiw, G. (2017) Principles of Economics (8th ed.), Cengage Learning. 
Mankiw, G. (2019) 『マンキュー経済学Ⅰ ミクロ編 第 3 版』，足立他訳，東洋経済新報社 
Mankiw, G. (2019) 『マンキュー経済学Ⅱ マクロ編 第 3 版』，足立他訳，東洋経済新報社 
Klein, G. and Y. Bauman (2011) 『この世で一番おもしろいミクロ経済学』，山形浩生訳，ダイヤモンド社 
Klein, G. and Y. Bauman (2012) 『この世で一番おもしろいマクロ経済学』，山形浩生訳，ダイヤモンド社 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Active Participation / 積極的な授業参加: 10%，Prep notes / 予習ノート: 30% 
Book report / ブックレポート: 30%，Final Exam / 学期末試験:30% 

■Additional Information / 留意点 

Students are required to complete two courses out of “Introduction to Economics”, “Macroeconomics” and 
“Microeconomics” to take “International Economics”. 
「経済学入門」，「マクロ経済学」，「ミクロ経済学」のうち 2 科目の修得が「国際経済学」の受講には必要で

ある． 
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科目名：情報化社会とグローバル化 
Course Title：Informatization and Globalization Society 

教員 / Instructor：張 琪（Zhang, Qi） 
 

Division / 分野 Core / 選択必修 Semester / 開講学期 Spring / Fall  
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 212 E-mail zhangq@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

This course aims to nurture global human resources who can respond quickly to the development of informatization and 
globalization society, with strong execution abilities and broad horizons based on the awareness of carrying Japan's 
future by playing a major role in the world. They will be able to strictly rule themselves and have high ethical standards. 
The goal of this course is to deepen the understanding of social and technical infrastructure of the globalized 
information society, and acquire the basic knowledge of information and communication technology required by the 
global society. / 本科目はグローバル化、情報化社会の進展に即応して、世界の中で大きな役割を担うことで日

本の将来を背負うという自覚に基づいた強い実行力と、それぞれの地域社会の可能性に対しての広い視野を

持ち、自らを厳しく律することができる高い倫理観を備えた「志」の高いグローバル人材を育成することを

目的としている。到達目標は、情報化社会の社会・技術基盤についての理解を深め、グローバル社会に適応

する情報通信技術の基礎知識を身に付けることである。 

■Course Description / 講義の概要 

The realization of advanced information communication environment today is one of the most indispensable factors in 
social globalization. It is expected that further development of the information and communication technology, 
including ubiquitous technology, will accelerate the social globalization further in all the aspects of the human society. 
In this course, we will learn about the basic knowledge of information and communication technologies, and their social 
and technical infrastructure, as well as how our life, culture, and society are affected by the deployment of various 
information and communication technologies and diversified information media. We will also discuss the future 
development of globalization, and the related information technologies. 
今日の高度な情報コミュニケーション環境の成立は、社会のグローバル化に不可欠な要因の一つといっても

過言ではない。ユビキタス技術をはじめとする情報通信技術のさらなる発達は、人間社会のあらゆるレベル

でのグローバル化をさらに加速させていくものと予想される。本講義では、情報通信技術の基礎知識を学び、

その社会基盤や技術基盤、及び私たちの生活や文化、社会などのグローバル化にどのような形で貢献し、影

響を及ぼしてきたかを学ぶともに、グローバル化の発展や、それに対応する情報技術や倫理について論ずる。 

■Course Readings / 指定図書 

The course materials are available on T-NEXT, or delivered during the class.  
授業資料は T-NEXT または授業中にて配布する。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation / 授業参加 : 20%        Assignments and presentations / 課題及び発表 : 20%        
Review tests / 復習テスト: 30%          Final Exam / 学期末試験: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
- Students who would like to register for this course must attend the class in Week 1.  
履修希望者が多い場合は抽選を行うため、必ず第 1 週の授業に出席すること。 
- The score of each review test and the final exam should be more than the passing score.  
単位を取得するには、復習テストと学期末試験はすべて合格点以上取れること。 
- The presentations during the classes are compulsory. / 授業中でのプレゼンは単位取得に必須である。 
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科目名：環境保全入門 
Course Title：Introduction to Environmental Protection 

教員 / Instructor：橋詰 博樹（Hashizume, Hiroki） 
 

Division / 分野 Core / 選択必修 Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 204 E-mail hashizume@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
1. 我が国と国際社会の基本的課題である環境問題の現状・科学的原因・社会的構造、環境保全の基本的考え

方について、持続可能な成長の理念の下で理解すること。 
2. 自らのライフスタイルや社会構造等を批判的に見る能力、対策を考える基礎的能力を身に付けること。 
・日本及び世界の環境汚染の原因・構造、現状と課題。 ・環境保全、持続可能な成長の基本的考え方。 
・政策の基本的枠組み（条約、法律、条令、自主取組等）。・制度的対策、技術的対策の現状。 

3. 関連資格 
 ・ECO 検定（環境社会検定試験）東京商工会議所 

■Course Description / 講義の概要 
本コースは、水資源、水質、大気質、自然環境、地球温暖化、廃棄物･リサイクル、化学物質、放射線を含め、

現代社会の最重要課題の一つである環境問題を概説する。日本及び世界の環境の現状を紹介するとともに、

環境保全の政策や各主体による取組み等について、わかり易い事例として日本におけるものを中心に論じる。 
配布資料･参考図書・スライド等を用いた講義を中心に実施し、クラス内で適宜議論を行う。 
なお、本コースは、以降の学期で行われる環境関連の他の３コースに繋がる入門編でもある。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 
- 環境省『環境白書：循環型社会白書／生物多様性白書（令和元年版）』 日経印刷 
- United Nations Environment Program. (2019). “Global Environment Outlook 6 (GEO 6)” 
■Reference List / 参考文献 
- 東京商工会議所編著『ECO 検定公式テキスト第 7 版』2019 年 1 月 日本能率協会マネジメントセンター 

■Method of Evaluation / 評価方法 
・学期末試験: 60%   ・取組姿勢、討議: 20%   ・復習のための小テスト（毎週）: 20%              

■Prerequisite / 事前履修科目等 
 
■Additional Information / 留意点 
・春学期の授業及び秋学期の月曜の授業 C は主に日本語で行う。秋学期水曜の授業 D は、全受講生が日本語

での授業を希望しない限り、主に英語で行う。いずれの学期においても英語での授業を希望する者は、担当教

員に相談すること。英語での特別クラスの用意がある。履修言語を選択できるので、語学力要件を付さない。 
・受講人数に特段の制限を設けない。 
・各週の内容、順番が入れ替わること等がある。 
・A syllabus in English is ready. A student who wants a class in English in either semester, consult the instructor. A special 
class in English may be arranged. 
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科目名：国際理解入門 
Course Title：Introduction to Global Understanding  

教員 / Instructor：安田 震一（Yasuda, Shinichi） 
 

Division / 分野 Core / 選択必修 Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 Dean’s Office E-mail bilshang@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

This is an introductory course on Global Understanding helping students to understand the geography, abridged  
history, development of Hong Kong and Macau and the Former Straits Settlements. In terms of Macau, understanding of 
Integrated Resorts will be included. Second half of the course will focus on history and race relations of the United 
States of America. For students planning to visit Singapore, Macau and Hong Kong, this course would be a simple 
introduction. 
  In the first half of the course, students will learn about the Friendship cities of Fujisawa-city and introduction of SGS 
exchange programs. 
本科目は国際理解の初級であるため、香港、マカオ、旧海峡植民地の地理、歴史、発展などについて学ぶ。

マカオの場合は統合型リゾートについても学習する。学期後半はアメリカ合衆国の人種問題について解説す

る。今後、シンガポール、マカオ、香港などの研修に参加する学生には基本的な科目となる。 
 
講義の前半では、藤沢市の友好都市について学び、本学部の交換留学についても理解できるようにする。 

■Course Description / 講義の概要 

The course emphasizes active learning as questions will be frequently asked. So be prepared to answer. 
講義はアクティブ・ラーニング、すなわち双方向で開講されることから、履修生は常に質問されることに慣

れるようにすること。 

■Textbooks / 教科書 

None  
指定なし 

■Course Readings / 指定図書 

None  
指定なし 

■Reference List / 参考文献 

Reference materials will be introduced during the course. 
講義中に紹介する 

■Method of Evaluation / 評価方法 

Good behavior during the course, mid-term exam and final exam.  
授業内態度、中間試験、期末試験などによって評価する。 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：メディア学入門 
Course Title：Introduction to Media Studies 

教員 / Instructor：ポール マーサー（Mercer, Paul） 
 

Division / 分野 Core / 選択必修  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 203 E-mail mercer@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

To provide an understanding of important aspects of the subject of media studies. To give students information and 
knowledge to begin a critical evaluation of media products and to appreciate the context in which they are produced in 
terms of the cultural environment and the commercial/business environment. To encourage students to adopt a new way 
of consuming media products that can identify political and emotional messages they otherwise may have missed.  
■Course Description / 講義の概要 

This is an introductory course in the subject of Media Studies. It will cover conventional approaches to the way 
traditional media and new internet media have been analysed in a number of specific areas at an introductory level. 
There will be general descriptions of concepts and frameworks with attention paid to keywords in English that students 
will need to understand the course. 
■Textbooks / 教科書 

None 
■Course Readings / 指定図書 

Relevant books will be available in the Library 
■Reference List / 参考文献 

Long, P. and Wall, T. (2012) Media Studies: Texts, Production, Context, 2nd edition. London: Routledge. 
Devereux, E. (2003) Understanding the Media. London: Sage 
Barker, C. (2014) Cultural Studies. London: Sage. 
■Method of Evaluation / 評価方法 

The course will be assessed with two brief reports on issues that are relevant to the course. 
■Prerequisite / 事前履修科目等 

None 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：文化人類学入門 
Course Title：Introduction to Anthropology 

教員 / Instructor：杉下 かおり（Sugishita, Kaori） 
 

Division / 分野 Core / 選択必修 Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 307 E-mail kaori@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Learn the basics of socio-cultural anthropology, broaden your interest, and gain new perspectives on the world. 
文化人類学の基礎を学び、関心の幅を広げ、世界に対する新たな視点を獲得して下さい。 

■Course Description / 講義の概要 

This course offers an introduction to socio-cultural anthropology, an academic discipline geared to understand different 
cultures and societies in the world. We explore the discipline with regard to its history and methodology, as well as its 
classic and contemporary concerns. The course also looks at current affairs related to such anthropological concerns, so 
as to enhance your interest in the present world and other people’s lives, which is essential in studying socio-cultural 
anthropology. 
 Lectures are given bilingually in English and Japanese. You may use either English or Japanese in completing 
coursework and a final exam. For a successful completion of the course, you are required to submit a weekly reaction 
paper, to give a short presentation at a reading seminar, and to sit for the final, written exam. Those who fail to attend the 
class three times or more will be disqualified from taking the exam.   
 文化人類学とは、世界に存在する様々な文化と社会を理解することを目的とする学問分野です。入門編で

ある本コースでは、文化人類学の歴史と方法論について概説する他、この分野における古典的および現代的

な研究テーマを紹介します。また、それらのテーマに関わる時事問題を逐次取り上げ、世界と他者の生活に

対する関心を高めます。それこそが、文化人類学を学ぶ上で最も大切なことなのです。 
 講義は英語と日本語のバイリンガルで行います。コースワークと期末試験に用いる言語は、英語か日本語

を選択できます。成績評価は、論述式の期末試験の他、週毎のリアクション・ペーパーや、リーディング・

セミナーでの発表によって行います。授業を 3 回以上欠席した場合は、期末試験の受験を認めません。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

  
■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning Attitude / 学修態度: 10% 
Reaction Paper / リアクション・ペーパー: 20% 
Presentation / 発表: 20% 
Final Exam / 学期末試験: 50% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
 
■Additional Information / 留意点 
Students wishing to take this course MUST attend the first class. 
本コースの履修を希望する学生は、一回目の授業に必ず出席して下さい。 
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科目名：Global Issues: Wealth and Poverty I & II  
Course Title：Global Issues: Wealth and Poverty I & II 

教員 / Instructor：ブライアン イングリッシュ（English, Brian） 
 

Division / 分野 General / 共通 (上級英語) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 各 2 
Office / 研究室 103 E-mail english@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

1) To develop academic English skills while learning about global issues. 
2) To increase students’ vocabulary in English and raise their TOEIC scores. 
3) To help students become more confident in communicating in English so that they can discuss global issues while 
voicing opinions, agreeing and disagreeing 
4) To develop students’ critical thinking skills and broaden their perspective of the world in the era of globalization. 
5) To foster a sense of global citizenship among students. 
■Course Description / 講義の概要 

This is a content-based English course that aims at developing student’s academic English skills. The course will cover a 
wide spectrum of global issues such as human rights, access to natural resources, sustainable development, 
environmental degradation, refugees, child labor, food safety, water scarcity and more. The course will compare and 
contrast how these issues affect people living in wealth and people living in poverty. 
Since the course has a primary goal of developing students’ English ability there will be a major focus on learning 
vocabulary related to global issues. Lessons will include short readings, comprehension questions, pair-work language 
practice and group-work activities. There will also be 2 writing assignments and 2 presentations. The first presentation 
will be a group presentation and the final presentation will be an individual presentation. 
The course will also include some TOEIC practice and preparation. 
■Textbooks / 教科書 

The instructor will provide all course materials. 
■Course Readings / 指定図書 

The instructor will provide course readings. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Class participation / 授業参加: 20% 
Writing Assignments / 課題: 20% 
Unit review (vocabulary) tests / ユニットテスト: 20 % 
Presentation(s) / 発表: 30% 
Learning Attitude / 修学態度: 10% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

TOEIC 300 minimum or permission from the instructor. 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：Studies In Environmentalism I & II 
Course Title：Studies in Environmentalism I & II 

教員 / Instructor：橋詰 博樹（Hashizume, Hiroki） 
 

Division / 分野 General / 共通 (上級英語)  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 各 2 
Office / 研究室 204 E-mail hashizume@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Objectives: 1) to offer an overview of international development of environmental protection policies; 2) to closely read 
basic environmental policy literatures in English; 3) to have students engage deeply in reading English study, grammar 
in particular. 
1) 環境保護政策の国際的発展を概観する。2) 基本的な環境政策の文献を英文で精読する。3) 学生は英文読

解（特に文法）に集中し、その能力を高める。 

■Course Description / 講義の概要 

This is a weekly English language course for students with low proficiency (TOEIC 300+) to fully understand basic 
English grammar and acquire reading skills while reading basic literatures on environmental policy, one of the most 
important current global issues.  Literatures to be used in Environmentalism 1 and 2 include; Stockholm Declarations 
(United Nations, Jun. 17, 1972), Our Common Future (United Nations, Dec. 11, 1987), Rio Declaration (UNCED, Jun. 
1992), Agenda 2030 (United Nations, Sep. 25, 2015), Silent Spring (Rachel Carson, 1962) and the Limit to Growth 
(Donella H. Meadows, et al. 1972).  Students are requested to closely read the course materials in advance.  They 
have to explain the texts grammatically carefully in the class so that all students can fully understand them with 
particular attention to the structure and grammar as well as the content.  The class may go back to very basic linguistic 
issues as needed. 
英語力が十分ではない学生（TOEIC300 点以上）を対象とする語学コース。教材として今日の世界的課題であ

る環境政策の基本的文献を用いる。Environmentalism 1 、2 で用いる教材には、ストックホルム宣言（国連、

1972 年 6 月 17 日）、我ら共有の未来（国連、1987 年 12 月 11 日）、リオ宣言（環境と開発に関する国連会議、

1992 年 6 月）、アジェンダ 2030（国連、2015 年 9 月 25 日）、沈黙の春（レイチェル・カーソン、1962 年）成

長の限界（ドネラ・メドウズ他、19722 年）等がある。受講生は、事前に教材を丁寧に読むとともに、他の学

生にも理解できるように教室でその説明を行う。その際、意味だけではなく、文の構造、文法に特に留意す

る。必要に応じ基礎的な語学事項を扱うことがある。 

■Textbooks / 教科書 
The instructor will provide all course materials.教員が準備する 

■Course Readings / 指定図書 
The instructor will provide all course materials. 教員が準備する 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Exam / 試験: 50% 
Performance in the class / 授業中の取組み：25% 
Weekly reading assignment / 予習・復習のための課題（毎週）:25% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
Only for students whose highest TOEIC score is 300 or higher. 
Registered students are requested to take TOEIC IP during the semesters. 
TOEIC の最高点が 300 点以上の者を対象とする 
履修登録生は、学期中に TOEIC を受験すること 
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科目名：English Media and Culture I & II  
Course Title：English Media and Culture I & II  

教員 / Instructor：ポール マーサー（Mercer, Paul） 
 

Division / 分野 General / 共通 (上級英語) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 各 2 
Office / 研究室 203 E-mail mercer@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

- Students will improve their written and spoken English. 
- Students will gain the skills of analyzing media and cultural texts and understanding the process of communication. 
- Students will be encouraged to use media and cultural texts as materials in their own teaching. 
- 英語ライティングとスピーキング力を伸ばす。 
- メディア媒体の文化的な背景を分析しやコミュニケーションの過程を理解することができるようになる。 
- 有効なメディア媒体の使い方を学ぶ。 

■Course Description / 講義の概要 

This is a multi-skills English language course that will use a variety of media as authentic texts to broaden students' 
perspectives of culture. The instructor will use movie clips, internet sites, blogs, newspaper articles, magazine articles, 
radio shows and television broadcasts to present a comprehensive overview of how modern media shapes people's views 
and influences trends in the 21st century. The class is designed to help students improve their English communication 
ability. All teaching is conducted in English and assignments must be completed in English. 
この授業は画像、インターネット、新聞、雑誌記事などさまざまなメディア媒体を使って多角的に英語コニ

ュニケーション力を伸ばすことを目的とする。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

Relevant books will be available in the library. 
■Reference List / 参考文献 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 

There are 2 written assignments to complete during the course. 
■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
2020 年度は「Ⅰ」のみの開講である。 
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科目名：Business Communication in English I & II   
Course Title：Business Communication in English I & II 

教員 / Instructor：ブライアン イングリッシュ（English, Brian） 
 

Division / 分野 General / 共通 (上級英語) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 各 2 
Office / 研究室 103 E-mail english@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

The course aims to prepare university students for the business world in a variety of business situations, both social and 
work related.  
この授業の目的は、ビジネス英語を身につけることである。 

■Course Description / 講義の概要 

This is a multi-skills English course for intermediate level English language students. This course is designed to help 
students improve their English communication ability so that they will be better prepared for work situations that require 
cross-cultural communication. Students will develop their language proficiency through role playing, completing 
conversation exercises, and engaging in group activities. Students will learn through actively participating in classroom 
discussion and activities. Students will improve their ability to converse about a variety of topics that arise frequently in 
business situations. The course textbook exposes students to a variety of accents in the listening exercises and focuses 
on developing their listening skills for global communication. Students will learn how to write emails in a typical 
business style and acquire new business vocabulary important for working in a global company. In addition, each unit 
comes with a mini TOEIC practice test based on the unit vocabulary and theme.  
この授業では、特にリスニング力とスピーキング力を伸ばすことに力を入れる。教科書には TOEIC 練習問題

も含まれている。 

■Textbooks / 教科書 

Spring Semester: Business Plus Level 2 (Cambridge University Press)  
Fall Semester: Business Plus Level 3 (Cambridge University Press) 
■Course Readings / 指定図書 

The instructor will provide additional readings and material during the semester. 
■Reference List / 参考文献 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Class participation / 授業参加: 20% 
Writing Assignments/ 課題: 20% 
Unit review (vocabulary) tests / ユニットテスト: 20 % 
Presentation(s) / 発表: 30% 
Learning attitude / 修学態度: 10%  

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：Communicative English for Global Citizenship I & II 
Course Title：Communicative English for Global Citizenship I & II 

教員 / Instructor：ジェスロ ケニー（Kenney, Jethro） 
 

Division / 分野 General / 共通 (上級英語)  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 各 2 
Office / 研究室  E-mail jethro@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

This course aims to help intermediate level students improve all four English language skills, while addressing global 
issues. By the end of this course, students will be able to 1) read and write about various global and domestic issue, 2) 
discuss and present on global and domestic issues, and 3) find solutions from a global point of view. 
■Course Description / 講義の概要 

This is an integrated English skills course (reading, writing, speaking, listening) that covers various global issues. The 
course is designed for get students to think critically on selected global issues and to apply that knowledge creatively 
through discussion, writing and presentation. Films are often used to reinforce cultural and linguistic themes and are also 
the basis for many reports and mini presentations. The materials and topics covered in this class have been selected to 
challenge students both intellectually and linguistically. This course is highly active and requires that students be 
engaged and reflective. Through discussion, writing and presentation this course offers students an opportunity to 
develop and refine communication strategies and fluency.    
■Textbooks / 教科書 

Spring Semester: CLIL Global Issues (Sanshusha Publishing) 
Fall Semester: CLIL Global Issues (Sanshusha Publishing) 
■Course Readings / 指定図書 

Additional materials will be supplemented by the teacher 
■Reference List / 参考文献 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 

Participation/Attendance: 10%,  
Vocabulary tests: 15%  
Presentations: 25%  
Unit/film Reports: 25%  
Weekly journals: 25%  
■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
The course is taught in English. 授業は英語で行われる。 
Students need to have TOEIC of 400 points or more. TOEIC 400 点以上が望ましい。 
Maximum enrolment: 25 students  定員 25 名 
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科目名：英語試験対策講座Ⅰ 
Course Title：Test Preparation I 

教員 / Instructor：西井 賢太郎（Nishii, Kentaro）、他 
 

Division / 分野 General / 共通 (上級英語) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 303 E-mail nishii@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
To obtain a score of 600 or above on the TOEIC. TOEIC テストにおいて、600 点以上を取得する。 
To improve English communication skills through preparation for the TOEIC. TOEIC のための準備を通じて、英語

コミュニケーション能力を高める。 

■Course Description / 講義の概要 

This course aims at helping students achieve a score of 600 or above on the TOEIC. Students are expected to increase 
vocabulary, grammar and other skills through a variety of exercises in the TOEIC format. There will also be quizzes or 
practice test simulations in class. To pass the course, students MUST attend the class regularly, complete their 
homework, and take either the TOEIC-IP tests (conducted in April and July) or the TOEIC-SP tests (conducted in 
April, May and June) once at least during the semester.  
当科目は、履修者の TOEIC600 点以上取得を支援することを目的とする。履修者は、様々な TOEIC 形式の

問題演習などを通して、語彙や文法、その他のスキルを十分身に付けることが求められる。また授業では、

小テストや模擬試験演習などが課される。単位取得のためには、出席や課題などの他に、当該学期内に実施

される TOEIC-IP テストまたは TOEIC 公開テスト（例：春学期～4 月、7 月実施の IP テストか、4 月、5 月、

6 月実施の公開テスト）の最低 1 回の受験は必須 である。 

■Textbooks / 教科書 
＜春学期＞『TOEIC L&R テスト 直前の技術（新形式対応）』（アルク） 
＜秋学期＞教科書販売目録を確認すること。 

■References / 参考文献 
『TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ』（朝日新聞出版） 
『TOEIC L&R テスト Part 3&4 鬼の変速リスニング 1』『同 2』（アルク） 

『TOEIC テスト 基本例文 700 選』（アルク） 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation 平常点: 30% 
Quizzes and coursework 小テスト及び課題: 20% 
Scores on the TOEIC tests conducted during the semester 当該学期内に実施される TOEIC でのスコア: 50% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
当科目の履修者は、本学入学後 TOEIC450 点以上取得済みの学生に限る ので注意すること。Please note that, 
to register for this course, students must have already obtained a score of 450 or above on the previous TOEIC tests as 
a prerequisite. 
■Additional Information / 留意点 
Lectures will be conducted in Japanese. 
講義は日本語で行われる。 
Students are encouraged to take the TOEIC-SP tests conducted off-campus as well as the TOEIC-IP conducted on 
campus. 履修者は学内実施の TOEIC-IP テスト同様、学外実施の TOEIC 公開テストも積極的に受験することを

勧める。 
Students need to apply for the TOEIC-SP tests entirely on their own. (The Academic Affairs Section has absolutely no 
involvement with this.) TOEIC 公開テスト の申し込みは全て学生個人で行う必要がある（教務課は一切関知しな

い）。 

https://www.amazon.co.jp/TOEIC-R%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88-Part-%E9%AC%BC%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%80%9F%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B01-TTT%E9%80%9F%E7%BF%92%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/dp/4757430752/ref=sr_1_2?adgrpid=56959253487&gclid=EAIaIQobChMI5ebYpqnD5QIVBqqWCh20LQcHEAAYASAAEgJI2fD_BwE&hvadid=338569511228&hvdev=c&hvlocphy=1009299&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=1217654484887862127&hvtargid=kwd-334016080768&hydadcr=21585_10987002&jp-ad-ap=0&keywords=%E9%AC%BC%E3%81%AE%E5%A4%89%E9%80%9F%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0&qid=1572415796&sr=8-2
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科目名：英語試験対策講座Ⅱ 
Course Title：Test Preparation II 

教員 / Instructor：西井 賢太郎（Nishii, Kentaro） 
 

Division / 分野 General / 共通 (上級英語) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 303 E-mail nishii@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
To obtain a score of 730 or above on the TOEIC L&R. TOEIC L&R テストにおいて、730 点以上を取得する。 
To improve English communication skills through preparation for the TOEIC L&R. TOEIC L&R テストのための準備

を通じて、英語コミュニケーション能力を高める。 

■Course Description / 講義の概要 

This course aims at helping students achieve a score of 730 or above on the TOEIC L&R. Students are expected to 
increase vocabulary, grammar and other skills through a variety of exercises in the TOEIC format. There will also be 
quizzes or practice test simulations in class. To pass the course, students MUST attend the class regularly, complete their 
homework, and take either the TOEIC-IP tests (conducted in October, December, and January) or the TOEIC-SP tests 
(conducted in September, October, November, and December) once at least during the semester.  
当科目は、履修者の TOEIC L&R730 点以上取得を支援することを目的とする。履修者は、様々な TOEIC 形式

の問題演習などを通して、語彙や文法、その他のスキルを十分身に付けることが求められる。また授業では、

小テストや模擬試験演習などが課される。単位取得のためには、出席や課題などの他に、当該学期内に実施

される TOEIC-IP テストまたは TOEIC 公開テスト（例：秋学期～10 月、12 月、1 月実施の IP テストか、9 月、

10 月、11 月、12 月実施の公開テスト））の最低 1 回の受験は必須 である。 

■Textbooks / 教科書 
『TOEIC L&R テスト 究極のゼミ Part 3 & 4【新形式問題対応】』ヒロ前田・早川幸治著（アルク） 
『TOEIC L&R テスト 文法問題 でる 1000 問』TEX 加藤著（アスク出版） 
『TOEIC L&R テスト 究極のゼミ Part 7【新形式問題対応】』、ヒロ前田著（アルク） 

■References / 参考文献 
『TOEIC L&R テスト  直前の技術』ロバート・ヒルキ、相澤俊幸、ヒロ前田共著（アルク） 
（⇒ 本書は春学期開講の『英語試験対策講座Ⅰ』の教科書に指定されている） 

『TOEIC L&R テスト 出る単特急 金のフレーズ』TEX 加藤著（朝日新聞出版） 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation 平常点: 30% 
Quizzes and coursework 小テスト及び課題: 20% 
Scores on the TOEIC L&R tests conducted during the semester 当該学期内に実施される TOEIC スコア : 50% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
当科目の履修者は、本学入学後 TOEIC500 点以上取得済みの学生に限る ので注意すること。Please note that, to 
register for this course, students must have already obtained a score of 500 or above on the previous TOEIC tests as a 
prerequisite. 
■Additional Information / 留意点 
Lectures will be conducted in Japanese. 
講義は日本語で行われる。 
To be enrolled in this course, having completed the“Test Preparation 1”course is preferrable. 
当科目履修にあたっては、『英語試験対策講座Ⅰ』を修了していることが望ましい 。 
Students need to apply for the TOEIC-SP tests entirely on their own. (The Academic Affairs Section has absolutely no 
involvement with this.) 
TOEIC 公開テスト の申し込みは全て学生個人で行う必要がある（教務課は一切関知しない）。 
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科目名：Study Abroad I - V 
Course Title：Study Abroad I - V 

教員 / Instructor：張 琪（Zhang, Qi） 
 

Division / 分野 General / 共通 (留学) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2  
Office / 研究室 212 E-mail international@gr.tama.ac.jp  
 

■Course Goals / 到達目標 

By participating in programs with different foci such as abroad experiencing, language learning, academic lectures, etc., 
students are expected to: 
- experience foreign cultures and expand their horizons, 
- become able to accept different cultures with a flexible attitude, and 
- build skills to survive in a foreign country. 
このコースは、海外研修を始めとし、語学留学、専門分野に関連した学習活動などに参加することにより、

海外留学を通して視野を広げ、異なる文化を柔軟に受け止める態度を身に付け、日本語の通じない環境で生

き抜く経験を積むことを目標とする。 

■Course Description / 講義の概要 

There is a wide variety of programs offered as Study Abroad I, II, III, IV, and V: programs for abroad experiencing and 
language learning, and programs that focus on specializations such as hospitality management. Activities vary 
accordingly and specific information will be provided at the information session held at the beginning of each semester. 
海外留学生活を体験する海外研修や、英語の習得を目指した語学プログラムや、ホスピタリティー・マネジ

メントなどの専門性を帯びた内容を含むものなど、多彩なプログラムが用意されている。具体的な活動内容

はプログラムによって異なるので、学期最初に行われる説明会に参加して情報を得ること。 

■Textbooks / 教科書 
Subject to each program's content / 各プログラムの内容に従う 

■Course Readings / 指定図書 
Varies by program / プログラムによって異なる 

■Reference List / 参考文献 
Subject to each program's content / 各プログラムの内容に従う 

■Method of Evaluation / 評価方法 
◇Study Tour Abroad / 海外研修  
・Preliminary learning & On-site studying (Attendance, Participation) / 事前研修＆現地研修中の状況（出席率・参

加態度）：40%  
・Presentation at the host institution abroad / 海外の研修先でのプレゼンテーション：30％  
・Submission of designated material / 指定された提出物：30％  
 
◇Short-term Study Abroad / 短期留学  
・Grade transcript from host institution / 留学先での成績評価：40％  
・Presentation for reporting on the activity / 報告会でのプレゼンテーション：30％  
・Submission of designated material / 指定された提出物：30％  

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
◇Study Tour Abroad / 海外研修    
・Credits are given based on joining the Preliminary learning & On-site studying and submitting all designated material./
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事前研修＆現地研修に参加のうえ、指定された提出物をすべて提出することによって単位が付与される。 
 
◇短期留学    
・Credits are given based on joining the Orientation prior to departure & Report after the activity and submitting the 
grade transcript from the host institution and all designated material. / 出発前オリエンテーション＆事後報告会に

参加のうえ、留学先での成績表及び指定された提出物をすべて提出することによって単位が付与される。 
・Students joining the short-term Study Abroad must take the TOEIC exam, or the TOEFL iBT® or IELTS, prior to and 
after the study abroad, and must submit a copy of the results to the International Affairs Section. / 短期留学に参加す

る学生は、留学前及び留学後に TOEIC 若しくは、TOEFL iBT®や IELTS を受験し、成績表のコピーを国際交

流事務課に提出すること。 
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科目名：Study Abroad VI - VIII 
Course Title：Study Abroad VI - VIII 

教員 / Instructor：張 琪（Zhang, Qi） 
 

Division / 分野 General / 共通 (留学) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 212 E-mail international@gr.tama.ac.jp  
 

■Course Goals / 到達目標 

Study Abroad VI, VII, VIII will help students to: 
- gain additional knowledge in the chosen academic field through interaction with foreign faculty and students;  
- improve foreign language skills; 
- better understand the world at large as well as one's own culture through experience living abroad . 
・海外の教員や学生との交流を通じて、専門分野の知識を深める。 
・外国語の能力を高める。 
・自国の文化に加え、世界の文化を体験を通して学ぶ。 

■Course Description / 講義の概要 

Study Abroad VI, VII, VIII offer students with opportunities to study abroad at universities and research institutes in 
specific academic area of study such as hospitality management, tourism, international business, international 
development, cross-cultural studies and leadership for one semester or one year. The content varies depending on 
programs. このプログラムは、語学や、ホスピタリティー・マネジメント、観光学、国際ビジネス、国際開発、

異文化研究、リーダーシップなどの専門分野を海外の大学や研究機関で一学期、または一年間学ぶ留学プロ

グラムである。講義内容はそれぞれのプログラムによって異なる。 

■Textbooks / 教科書 
Subject to each program's content / 各プログラムの内容に従う 

■Course Readings / 指定図書 

The course readings may vary depending upon each hosting institution’s course requirements 
相手先大学のリクエストによる 

■Reference List / 参考文献 
Subject to each program's content / 各プログラムの内容に従う 

■Method of Evaluation / 評価方法 
・Grade transcript from the host institution abroad / 留学先での成績評価：40％    
・Presentation for reporting on the activity / 報告会でのプレゼンテーション：30％    
・Submission of designated material / 指定された提出物：30％    

■Additional Information / 留意点 
・Credits are given based on joining the Orientation prior to departure and submitting the grade transcript from the host 
institution and all designated material. / 出発前オリエンテーションに参加のうえ、留学先での成績表及び指定さ

れた提出物をすべて提出することによって単位が付与される。      
・Based on the period of studying abroad, students may obtain 4 credits or 6 credits. / 留学期間により修得単位数が 4
単位若しくは 6 単位が可能である。    
・Students must take the TOEIC exam, or the TOEFL iBT® or IELTS, prior to and after the study abroad, and must 
submit a copy of the results. / 留学前及び留学後に TOEIC 若しくは、TOEFL iBT®や IELTS を受験し、成績表の

コピーを提出すること。 
・Credits obtained from enrolling in regular courses at the host institution can potentially be converted to SGS credits. /
留学先の大学で正規の授業科目を履修・単位取得した場合、単位互換が可能な場合がある。   

 



【General /共通一般】 

47 

科目名：Internship Abroad 
Course Title：Internship Abroad 

教員 / Instructor：渡邊 泰典（Watanabe, Yasunori） 
 

Division / 分野 General / 共通 (留学) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 201 E-mail y-watanabe@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

With support from the course instructor, the students should take the initiative in deciding on an overseas organization at 
which to intern. Submission of an internship application is the responsibility of the students. A successful internship will 
be the main focus of the course evaluation. Throughout the course, the students will learn various aspects of effective 
business communication in English, challenges and opportunities in working with people having different business and 
cultural backgrounds in order to develop their aptitude and mindset for business professionals. 担当教員の指導のもと

に、各自が主体的に応募先企業の絞込みを行う。海外企業への願書は受講学生の責任で提出する。本講座の

受講目的の中心は、海外企業での有意義な実習経験を得ることを第一義とする。十分な事前準備と積極果敢

な海外企業体験を通して、さまざまな角度から英語によるビジネス・コミュニケーションの効果的な進め方

を習得すると共に、職業経験や生活文化の背景が異なる海外企業の人たちとの出会いと協働経験を生かして、

ビジネスのプロとしての適性や心構えを身につけることが期待される。 

■Course Description / 講義の概要 

This course is intended to provide students with insights into why and how they should prepare for a corporate 
internship abroad. Class activities will lead the students to define their internship objectives and identify candidate 
corporations to achieve the intended results from their overseas exposure. Major objectives of this course are:  ①To 
build business communication skills and cross-cultural understanding; ②to experience on-the-job learning through the 
internship program abroad; ③to make a presentation on the individual internship program.   
この科目は、海外での企業インターンシップの意義と事前準備の方法論について理解を深めることを目的と

している。授業では、海外インターンシップを希望する学生の志望動機を検証し、期待通りの成果をあげる

ために最適の企業を選び、受入先企業への依頼書の書き方などについて指導する。主な学習分野は、①ビジ

ネス・コミュニケーション・スキルと異文化対応力の習得、②海外企業における実習経験、③海外インター

ンシップ終了後の成果報告のプレゼンテーションの４つを予定している。受講学生は、夏季休暇中に海外イ

ンターンシップを行い、帰国後に実習経験の成果についてクラスで発表すると共に、実習成果レポートを担

当教員に提出する。 

■Textbooks / 教科書 

To be announced 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Preparation for the internship / 事前準備における各種手続き: 20% 
Evaluation by host company / 受け入れ先の評価: 50% 
Final presentation and report / 最終報告・発表: 30% 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：グローバル・ヒストリー 
Course Title：Global History 

教員 / Instructor：アイグル クルナザロバ（Kulnazarova, Aigul） 
 
Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 208 E-mail kulnazarova@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

The aim of this course is to increase students’ appreciation and understanding of the currents and effects of history on 
our global community. The following abilities/ capabilities will be tested through the midterm and final term projects, 
and weekly assignments: 
 ・Higher cognitive abilities mentioned in Bloom’s taxonomy (analysis, synthesis and evaluation) 
 ・Logical (critical) thinking 
 ・Conceptual understanding 
 ・Effective communication through brief but precise answers 
 ・Chronological sense and historical perception 

■Course Description / 講義の概要 

The main emphasis of the syllabus will be on the change and development, forces, movements, systems and institutions, 
thoughts, thought-structures, ideas, ideologies and isms. We will not merely focus on plain historical facts and events, 
stories of great men and their conquests, political and dynastic history. Upon completion, students are expected to have 
developed general study and critical thinking skills, academic writing and analytical presentation, prime source reading, 
chronological grasp and other academic skills all through active learning techniques. 
■Textbooks / 教科書 

Stearns, Peter N. (2008). World History in Documents: A Comparative Reader. New York University Press, 2nd edition 
■Course Readings / 指定図書 

  
■Reference List / 参考文献 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 
・Attendance and participation: 30%  
(Participation does not mean only attendance; participation includes your completed discussion papers based on primary 
text reading, group works, individual class activities, analytical presentations, critical question discussions) 
・Midterm Project: 30% 
・Final Term Project: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

There is no course prerequisite. However, since this course will be taught in English, students are expected to have at 
least 350 TOEIC score and motivation towards improvevement. It is important that students understand the content of 
lectures, be able to participate in class activities and complete weekly assignments, midterm and final term projects by 
due dates. 
■Additional Information / 留意点 
・Attendance policy: Students are required to attend all weekly classes. In total, a student may be absent up to two times, 
intended to cover sickness, family emergency, etc. With the documented proof of evidence, such as doctor’s certificate, 
parents’ call to the school and similar, these absences will not be penalized, however each subsequent lack of presence 
in class will result in the make-up of all previous absences (obligatory, not subject to negotiation). Any absence (medical 
or family-related) must be reported to me in writing (via e-mail) or by phone before the missing class. 
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・Course syllabus: The syllabus may be subject to change. The final version will be circulated after the course registration. 
Therefore students are advised to use this version for general reference only. 
・Rules of Classroom Conduct: 
No sleeping, napping, and talking or other disruptive activity is permitted during the class. 
No phone calls, incoming or outgoing are allowed.  
No smart phone can be used during the class, unless I will ask you to use it for class purpose. 
No laptop is permitted during the class, unless I will ask you to use it for class purpose.  
No late coming. 
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科目名：国際関係論入門 
Course Title：International Relations 

教員 / Instructor：アイグル クルナザロバ（Kulnazarova, Aigul） 
 
Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 208 E-mail kulnazarova@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

By the end of the course, successful students will be able to: 
• Describe and contrast theoretical schools of international relations, such as realism/ neorealism, liberalism/ 

neoliberalism, constructivism, Marxism, peace studies, feminism and others 
• Understand and review the contents of assigned readings  
• Explain the specific challenges and opportunities associated with international relations 
• Identify unprecedented changes the world politics has been currently undergoing  
• Think critically about historical and contemporary international relations 
• Develop writing and analytical skills through various course assignments 
• Analyze and use core concepts of the discipline – power, cooperation, security, sovereignty, balance of power, 

prisoners’ dilemma, international law, human rights, etc. 
■Course Description / 講義の概要 

This course is intended to introduce students to basic concepts and theories in the field of international relations (IR), 
which is also referred to as the world politics. The primary focus will be on the relationships among states, between 
states and international organizations, as well as other actors on the global stage (e.g. IGOs, NGOs, MNCs, civil society, 
individuals, etc.). The course is divided into 14 weekly classes, each followed by a compulsory “key term” assignment, 
given at the end of each theme. The following key concepts ― balance of power, collective goods theory (or the tragedy 
of commons or prisoners dilemma), conflict resolution, collective security, human security, humanitarian intervention, 
state sovereignty, human rights, the UN System ― will be at the core of class activities, discussions, group debates, 
game simulations, etc. Such integrated approach will help students apply these concepts to the major issues of changing 
world politics that we are witnessing in the realm of contemporary security, economics, and diplomacy.  
■Textbooks / 教科書 

Jon C.W. Pevehouse and Joshua S. Goldstein (2016). International Relations, Pearson Publishing, 11th edition. 
■Course Readings / 指定図書 
・Jon C.W. Pevehouse and Joshua S. Goldstein (2016). International Relations, Pearson Publishing, 11th edition. 
・DVD – “Lord of the Rings” (LOTR), Peter Jackson’s Film trilogy 
・“Lord of the Rings”,  J.R.R. Tolkien’s Trilogy 

■Reference List / 参考文献 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 

Attendance and Participation: 30% (class discussions, presentations, group works, reading and film review reports) 
Discussion Paper (Special): 10% 
(This is a special assignment to cover a reduced one week from the semester calendar. Each student will be responsible 
for watching independently and discussing part 2 of the “LOTR” on any day (for further details, see below). Main 
discussion points should be typewritten on 2 pages and duly submitted). 
Midterm Project: 20%  
Final Term Project: 40% 
■Prerequisite / 事前履修科目等 

There is no course prerequisite. However, since this course will be taught in English, students are expected to have at 
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least 350 TOEIC score and motivation towards improvement. It is important that students understand the content of 
lectures, be able to participate in class activities and complete weekly assignments, midterm and final term projects by 
due dates.  
■Additional Information / 留意点 
・Attendance policy: Students are required to attend all weekly classes. In total, a student may be absent up to two times, 
intended to cover sickness, family emergency, etc. With the documented proof of evidence, such as doctor’s certificate, 
parents’call to the school and similar, these absences will not be penalized, however each subsequent lack of presence in 
class will result in the make-up of all previous absences (obligatory, not subject to negotiation). Any absence (medical or 
family-related) must be reported to the professor in writing (via e-mail) or by phone before the missing class. 
・Course syllabus: The syllabus may be subject to change. The final version will be circulated after the course 
registration. Therefore students are advised to use this version for general reference only. 
・Rules of Classroom Conduct: 
No sleeping, napping, and talking or other disruptive activity is permitted during the class. 
No phone calls, incoming or outgoing are allowed.  
No smart phone can be used during the class, unless I will ask you to use it for class purpose. 
No laptop is permitted during the class, unless I will ask you to use it for class purpose.  
No late coming. 
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科目名：経営学入門  
Course Title：Introduction to Management 

教員 / Instructor：芦田 尚道（Ashida, Hisamichi） 
 

Division / 分野 General / 共通 Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail ashida@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

To know the range of topics treated in management. 
To know the fundamental ideas and theories in management. 
To understand strategy and organization in management. 
To know how management can help you to understand familiar problems. 
・経営学が扱う問題の範囲を知ること。 
・経営学の基本的な考え方や理論を知ること。 
・経営における「戦略」と「組織」を理解すること。 
・経営学によってどのように身近な問題を分析することができるかを知ること。 

■Course Description / 講義の概要 

In this course, students learn basics of management. We aim to acquire knowledge about basic concepts to be able to 
abstract innumerable, variable, complex, and individual phenomena about enterprises and other organizations. And this 
course introduces actual cases of organizations. And students make reports with logicality and concreteness supported 
by deep commitment to this course, and get overall comments about reports. 
このコースでは、経営学の基礎を学ぶ。現代の企業やそれ以外の組織にまつわる無数、多様、複雑、個別具

体的な現象を、抽象化して理解できるようになるために、経営学の基本的な概念についての知識修得を目指

す。また、企業などの組織の活動の具体的な事例についても紹介する。なお受講生には授業期間内にレポー

トを作成していただく。レポートでは論理性と具体性、及び本講義へのコミットメントの深さが問われる。

レポートには最後に全体講評を行なう。 

■Textbooks / 教科書 
伊丹敬之・加護野忠男『ゼミナール経営学入門（第 3 版）』日本経済新聞社、2003 年 

■Course Readings / 指定図書 

Assigned during the classes. 
講義中に指定する。 

■Reference List / 参考文献 

Assigned during the classes. 
講義中に指定する。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning Attitude / 学修態度: 5% 
Report / レポート: 15% 
Final-examination / 学期末試験: 80% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
None 特になし 

■Additional Information / 留意点 
None 特になし 
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科目名：英文会計基礎 
Course Title：Fundamental Accounting in English 

教員 / Instructor：エリック ホノベ（Honobe, Erik） 
 

Division / 分野 General / 共通 Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 202 E-mail honobe@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

The goals of this course are to acquire skills for analyzing and understanding financial statements in English, to become 
familiar with fundamentals of management accounting and accounting value calculations in English, and to learn how to 
translate basic accounting concepts from Japanese to English. 
本講義の目標は英文財務諸表を理解し分析できる能力を取得し、管理会計および原価計算の基本を英語で理

解出来るように成り、基本の会計概念の英訳ができるようになることである。 

■Course Description / 講義の概要 

Corporate accounting is a system for representing the economic activities of a firm in monetary terms. For example, one 
can understand the operating activities of a firm by looking at its financial statements. In this course, we learn how to 
analyze basic principles of the financial statements of a firm and how to read financial statements in English. Also, to 
further our understanding of these concepts, examples of the accounting transactions of a firm are simulated during the 
lectures. 
企業会計は，企業の経済活動を貨幣価値で表現するための仕組みである。企業の財務諸表を見ることで，企

業がどのような事業活動を行っているかを理解することができる。本講義では，企業における財務会計の基

本的な考え方と英文財務諸表の見方・分析方法を学ぶ。また、授業の中で企業における取引の設例による演

習を行うことで理解を深める。 

■Textbooks / 教科書 
ロバート・Ｎ・アンソニー、レスリー・Ｋ・ブライトナー、西山茂(訳)『アンソニー会計学入門(第２版)』  
東洋経済新報社、2007 年 

■Course Readings / 指定図書 

John Wild, Ken Shaw (2018). Fundamental Accounting Principles (24th Edition). McGraw-Hill. 
■Reference List / 参考文献 
特になし 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Participation / 授業参加: 20% 
Assignments / 課題: 20% 
Midterm Exam / 中間試験: 30% 
Final Exam / 期末試験: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：統計学入門  
Course Title：Introduction to Statistics 

教員 / Instructor：渡邊 泰典（Watanabe, Yasunori） 
 

Division / 分野 General / 共通 Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 201 E-mail y-watanabe@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

- To be familiar with summarizing and analysis of univariate and bivariate data. 
- To understand the introductory theory of probability. 
- To understand the property of time series data. 
- To acquire ability to make decisions with statistical data 
・1 変数および 2 変数のデータの集計と分析ができる． 
・確率論の初歩を理解する． 
・時系列データの性質を理解する． 
・統計データを用いて意思決定ができるようになる 

■Course Description / 講義の概要 

This lecture is intended to give you the knowledge about univariate statistics, bivariate statistics, and introductory theory 
of probability. Statistics is often used to make objective decisions based on data, and in order to make such decisions, we 
need to be familiar with the both aspects of theory and practice. 
In this lecture, students are encouraged to improve understandings about introductory statistics thorough computation 
exercise using calculators. To help the exercise, students will study about a free and open software named R. They will 
be divided into groups and work on computations based on weekly assignments. 
During the semester, students have to work on book reports and the final report. The final report will be evaluated 
depending on the performances of collecting, classifying, analyzing data, and presentations. この講義では 1 変数およ

び 2 変数のデータを分析する方法や，確率論の初歩について学習する．統計学はデータに基づいた客観的な

意思決定を行うために必要とされるものであり，理論と計算方法の両面に関する理解が要求される．  
この講義では，特に電卓を用いた計算演習を通じて，初歩的な統計学に対する理解を高めることを目的とす

る．その補助として，R というフリーソフトの利用方法についても触れる．参加者はグループごとに分かれ，

毎週の予習課題をもとに計算演習に取り組むことになる． 
学期中には統計学とその周辺の話題に対する理解を深めるためのブックレポートと，実際にデータを用いて

の統計分析を行う期末レポートが課される．期末レポートでは，各自でのデータ収集，整理，分析，発表と

いう一連の作業の達成度を評価する． 

■Textbooks / 教科書 
Will be distributed in the class. 講義中に配布する． 

■Reference List / 参考文献 
東京大学教養学部統計学教室編 (1991) 『統計学入門』，東京大学出版会 
Dabney, A. and Grady K. (2014) 『この世で一番おもしろい統計学 ( The Cartoon Introduction to Statistics )』，山形

浩生訳，ダイヤモンド社 
涌井良幸・涌井貞美 (2015) 『統計学の図鑑』，技術評論社 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Prep notes / 予習ノート: 20%、Group work / グループワーク: 30% 
Book Report / ブックレポート: 30%，Final Report / 学期末レポート: 20% 

■Additional Information / 留意点 

Prepare calculators with square root keys. 
平方根（√）キーのある電卓を用意すること． 
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科目名：コンピューター入門 
Course Title：Introduction to Computers 

代表教員 / Instructor：浅原 房夫（Asahara, Fusao） 
 

Division / 分野 General / 共通 Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail asahara-f@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

In this course, students will practice the basic computer operations, and receive lectures on basic IT knowledge. Both 
parts of the course aim to equip students with the basic computer skills and knowledge necessary for the curriculums of 
this university, and after graduation when they are employed. For the skills learning, students will begin with the basic 
operations of the computer and then move on to basic operations on Windows and Microsoft Office. The goal is to reach 
the level where students can write essays and give seminar presentations without difficulty. The aim of this lecture is 
that, by the end of the semester, students not only become knowledgeable of how to use a computer without any 
problems for submitting future reports and making presentations in their 2nd year, but also to have sufficient IT skills to 
help people around them. 
この授業はパソコン基本操作の演習とＩＴの基礎知識を解説する講義で構成します。いずれも本学の教育課

程（２年次以降）と卒業後の社会人生活に必要なパソコンスキルと知識を獲得することを目標とします。 
ＰＣスキル獲得のため、パソコン、まず Windows および Microsoft Office の基本操作を学び、レポート作成、

ゼミ等での発表（プレゼンテーション）を自由にできるレベルを目指します。 
２年次以降のレポート提出や発表、あるいはビジネスでのパソコン使用のさいに、前段階にあたるパソコン

の操作で困ることがなく、むしろ周囲を支援できるＩＴスキルを持った学生となっていることを、授業終了

時の到達目標とします。 

■Course Description / 授業の概要 

Computer Skills: Operation of the keyboard, essay and business document writing using Microsoft Word, creating and 
editing charts on Microsoft Excel, processing data and creating graphs on Excel, presentation using Microsoft 
PowerPoint, using emails both on Google Chrome - students will learn these practical computer skills by working on the 
actual computer.  
パソコンスキルの演習：キーボード操作（タッチタイプ）、Word を使ったレポートやビジネス文書作成、Excel
の表作成・編集、データ処理、グラフ作成、PowerPoint によるスライド資料作成およびそのスライドを使っ

たプレゼンテーション、Google Chrome を使ったメールの活用、メールマナー、メール活用術などのスキル

を実際にパソコン操作しながら身につけます。 

■Textbooks / 教科書 
『30 時間でマスター Word&Excel2016: Windows10 対応』実教出版、2016 年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation / 平常点: 10% 
Assignments / 課題提出: 30% 
Tests & Examinations : 授業内中間テスト：30% 
Tests & Examinations : 授業内期末テスト：30% 
■Additional Information / 留意点 

- This course is the prerequisite for many other IT courses. It is highly recommended to take this course at the first year. 
・本授業は他のコンピューター関連科目を履修する際の必須要件で、１年次での履修が必要です。 
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科目名：ジェンダー論 
Course Title：Gender Studies 

教員 / Instructor：小松 加代子（Komatsu, Kayoko） 
 

Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 211 E-mail komatsu@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

- To learn the concept of sex/gender, and LGBTI 
- To know the structural, institutional, legal, and historical meanings of gender 
- To obtain understanding of sexuality and the body 
- To understand different types of families in Japan and around the world from the historical perspective 
- To consider how gender would change in the future in Japan and the global world 
・性とジェンダー、そしてＬＧＢＴＩについて基礎的概念を学ぶ 
・ジェンダーについて構造的、法的、歴史的な意味を理解する 
・セクシュアリティと身体について理解を深める 
・日本、および世界における親密な関係のさまざまな形態、また過去の形態を知る 
・日本と日本を取り巻くグローバル社会においてジェンダーが今後どのように変化するかを考える 

■Course Description / 講義の概要 

This course deals with the issue of gender from a comparative perspective. Our special interest is in changing roles of 
gender in the present societies. First, we will look at how gender and family relations have changed in the era of 
globalization, taking into account new socio-economic conditions. Second, starting with the Japanese case, we will 
compare the role of gender in different countries with regard to such themes as politics, production, consumption and 
care-giving. From the perspective of gender, we will look at the family and its future. In this course, group discussion 
will be introduced and students are requested to make a presentation. 
ジェンダーの問題をグローバル時代における日本という視点から考察する。社会や文化によって、また時代

の変化によって、ジェンダーはさまざまな形を取ってきている。また、現在においては、「ジェンダー」の役

割や機能はいろいろな様相を持っており、多様なあり方を考慮に入れなければならない。具体的な事例を見

ながら、「ジェンダー」とは何かを見直し、その変化や多様性に気づく機会としてほしい。ジェンダーの視点

からの家族についても触れる。授業では、グループディスカッションや、発表が求められる。 

■Textbooks / 教科書 
特になし 

■Course Readings / 指定図書 
Reading materials will be given in the class. 資料は授業中に配布する。 

■Reference List / 参考文献 
『ジェンダーで学ぶ社会学〔全訂新版〕』伊藤公雄、牟田和恵編、世界思想社 
『ジェンダーとわたし―〈違和感〉から社会を読み解く〕』笹川あゆみ編、北樹出版 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation / 平常点: 10%、Weekly assignments / 週ごとの課題: 30%、Presentation / 発表: 30% 
Final exam / 学期末試験: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
授業は日本語で行います。履修希望者が多い場合は、第１回の授業に出席した人の中で抽選を行います。 
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科目名：文化心理学  
Course Title：Cultural Psychology 

教員 / Instructor：テレンス ジョイス（Joyce, Terence） 
 

Division / 分野 General / 共通 Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 209 E-mail terry@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Foster appreciation for the mutual constitution of culture and mind. Illustrate the mutual constitution of culture and mind 
by reconsidering some of the fundamental concepts of psychology. Re-examine in greater detail some central theories of 
psychology, such as self and personality, emotions and motivation, thinking and language, and social interactions. 
Demonstrate how behaviour and mental processes must be examined within the cultural context. Develop deeper 
appreciation for the diversity within cultures. Encourage students to reflect on how their behaviour and mental processes 
are culturally-bound. 
Of the academic objectives of SGS’s diploma policy, this course is particularly related to the objectives of (1) 
knowledge and understanding and (2) critical thinking and judgment. 
文化と心理がお互いに創られていることを理解する。心理学の基礎概念を再考慮して、文化と心理の相互効

用を示す。自己・性格、感情・動機、思考・言語、社会的な側面をより詳しく考察する。行動と心的過程を、

文化の中で検討する必要があることを強調する。文化の多様性に対して知識を深める。自分の行動と心的過

程がどのように文化の影響を受けているかということについて、学生各自が考察することを求める。 
本学のディプロマポリシーに関しては、このコースは、特に(1)知識と理解及び(2)思考と判断に関連している。 

■Course Description / 講義の概要 

Psychology is the scientific study of behaviour and mental processes. Cultural psychology is the recently emerging 
discipline that investigates to what extent are human behaviour and mental processes universals and to what extent are 
they shaped by culture. Retackling many of the basic psychological concepts introduced in the introduction to 
psychology core course, the cultural psychology course seeks to highlight the important contribution of cultural 
psychology to psychology in general by challenging psychologists to strive for more complete and richer explanations 
of the complexities of human behaviour and mental processes, not just as they may function within one culture, but as 
they function within all cultures. 
心理学は、行動と精神過程に関する科学的な研究である。文化心理学は、人間の行動と精神過程が、どの程

度普遍的なものか、あるいは、どの程度文化によって影響を受けたものであるかを検討している、比較的新

しい心理学の分野である。この「文化心理学」の講義では、「心理学入門」というコア･コースで紹介された

心理学の基礎概念を再び扱いながら、行動と精神過程が全ての文化の中でどのように機能しているのかにつ

いてのより総合的な理解のために、文化心理学が心理学全般に対してもたらしている貢献について焦点を当

てる。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 
Course materials are provided via the Sakai system. 教材の全ては、「サカイ」というシステムで提供する。 

■Reference List / 参考文献 

Heine, Steven J. (2012). Cultural psychology (second edition). W W Norton & Co. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Active participation (key concept reviews, discussion) / 主体的な授業参加: 10% 
Weekly assignments (read materials and do weekly assignment on Sakai) / 教材を読んだ上で週ごとの課題: 20% 
Reports (write two reports that appropriately answer assigned questions) / レポート: 30% 
Final examination (multiple-choice format examination of course material) / 学期末試験: 40% 
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■Prerequisite / 事前履修科目等 

Introduction to Psychology Core Course is a prerequisite for this course. Moreover, because the course is conducted in 
English, students with TOEIC scores below 350 may find it challenging. 「心理学入門」というコア・コースを履修

済みであること。さらに、この講義が英語で行われているので、TOEIC が 350 点以下の学生にとっては、本

講義は難しいことが予想されるので留意すること。 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：社会科学のための統計学 
Course Title：Social Science Statistics 

教員 / Instructor：テレンス ジョイス（Joyce, Terence） 
 

Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 209 E-mail terry@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Develop understanding of scientific and critical thinking. Appreciate the importance of the scientific method as a 
reliable method of acquiring knowledge about the world. Understand fundamental issues in conducting research, from 
observation and surveys, relational research and experiments. Understand the central importance of the 
hypothesis-testing process for the scientific method. Understand conceptual foundations of statistical procedures 
commonly employed in analyzing research results, such as z tests, correlation coefficient, chi-square test for 
independence, t test for dependent means, t test for independent means, and analysis of variance. Look at the 
presentation of research results in academic reports. 
Of the academic objectives of SGS's diploma policy, this course is particularly related to the objectives of (1) knowledge 
and understanding and (2) critical thinking and judgment. 
科学的・批判的な思考を養う。世界に関する知識を得る信頼できる方法として、科学的方法の重要さについ

て知る。観察、調査、相関研究、および実験における基本的な問題点とその解決方法を理解する。科学的方

法に関わる仮説検証の過程の重要さを理解する。z 検定、相関係数、カイ二乗検定、対応がある t 検定、対応

がない t 検定、分散分析など、研究結果を分析するためによく使用される統計方法の概念的な基礎を理解する。

学術論文における分析結果の記述方法について理解する。 
本学のディプロマポリシーに関しては、このコースは、特に(1)知識と理解及び(2)思考と判断に関連している。 

■Course Description / 講義の概要 

In the modern world of mass media and globalization, we are constantly presented with information and research results. 
However, with this information explosion, it is increasingly more difficult to judge the value of the information 
available. This course introduces students to critical thinking and research methods to enable them to make reasoned 
judgments about research studies and their results. While course examples are drawn mainly from experimental 
psychology, the core set of research methods and statistical procedures are essential for all areas of social science. 
マスコミとグローバル化の現代世界では、情報や研究結果が常に提供されている。しかしながら、このよう

な急増する情報の中では、情報の価値について判断するのは、ますます難しくなる。本講義は、研究結果を

評価する上で必要とされる、科学的・批判的な技能を紹介することである。例題は第一には心理学から取る

が、研究方法と統計方法に関わる技能は、社会科学の全ての分野にとって非常に有用である。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 
Course materials are provided via the Sakai system. 教材の全ては、「サカイ」というシステムで提供する。 

■Reference List / 参考文献 

Aron, A., Aron, E. N. & Coups, E. J. (2006). Statistics for psychology, (4th edition). Prentice Hall. 
Elmes, D. G., Kantowitz, B. H., & Roediger, H. L. (2006). Research methods in psychology, (8th edition). Wadsworth. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Active participation (key concept reviews, discussion) / 主体的な授業参加: 10% 
Weekly assignments (read materials and do weekly assignment on Sakai) / 教材を読んだ上で週ごとの課題: 20% 
Reports (write two reports that appropriately answer assigned questions) / レポート: 30% 
Final examination (multiple-choice format examination of course material) / 学期末試験: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
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Introduction to Psychology Core Course is a prerequisite for this course. Moreover, because the course is conducted in 
English, students with TOEIC scores below 350 may find it challenging. 「心理学入門」というコア・コースを履修

済みであること。さらに、この講義が英語で行われているので、TOEIC が 350 点以下の学生にとっては、本

講義は難しいことが予想されるので留意すること。 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：ヴィジュアルコミュニケーション入門 
Course Title：Introduction to Visual Communication 

教員 / Instructor：ポール マーサー（Mercer, Paul） 
 

Division / 分野 General / 共通 Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 203 E-mail mercer@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

To familiarize students with basic aspects of Film Studies, such as the “rules” of editing. 
To encourage students to look beyond the ostensible “content” of visual texts and consider their “form” as meaningful. 
To encourage students to watch a wider variety of films and television programs in English. 
編集の「ルール」など、映画研究の基本的事項を理解する。 
ヴィジュアル・テキストの表面的な「コンテンツ」だけでなく深層部分にも目を向け、その「フォーム」を

有意味なものとして考えるよう奨励する。 
多様な英語の映画作品とテレビ番組を鑑賞するよう奨励する。 

■Course Description / 講義の概要 

This course involves the appreciation of Films and television programs through the understanding of the visual 
resources that are used to create them. The class considers in detail the way that visual communication is undertaken 
through the use of a camera and the ways in which this produces a meaningful text that communicates with the audience 
or “reader”. The resources considered in the course include the point of view of the camera, lighting, focus, colour and 
editing. How resources are used in combination is linked to the kinds of texts that are made, and how the texts relate to 
our understanding of everyday life. For example that we see Documentaries and the News as representing real events, 
while Dramatic films do not. Films for the class are drawn from the history of cinema and from Directors based around 
the world. The course does not involve looking at dialogue or music in film and television. All teaching is conducted in 
English and assignments must be completed in English. 
このコースでは、映画とテレビ番組の制作で使用するヴィジュアル・リソースの理解を通じて、映画とテレ

ビ番組について検討する。講義では、カメラの使用により、どのようにヴィジュアルコミュニケーションが

行われるか、また、視聴者や「読者」とコミュニケーションする有意味なテキストを生成する方法を詳細に

検討していく。本コースで取り上げるリソースには、カメラ、照明、焦点、色彩、編集の観点が含まれる。

リソースの併用方法は、生成されるテキストの種類、またテキストと日常生活の理解の関連性に関係してい

る。具体的に述べると、ドキュメンタリーとニュースは、現実の出来事を描写していると考えられるのに対

して、劇映画はこれらとは異なる点である。講義で使用する映画は、映画史全体および世界各国の映画監督

の作品から選ぶ。尚、本コースでは、映画とテレビにおける対話や音楽については分析しない。 

■Textbooks / 教科書 
特になし 

■Course Readings / 指定図書 

Relevant books will be available in the Library 
■Method of Evaluation / 評価方法 

There are 2 written assignments to complete during the course. 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：記号論入門 
Course Title：Introduction to Semiotics 

教員 / Instructor：ポール マーサー（Mercer, Paul） 
 

Division / 分野 General / 共通 Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 203 E-mail mercer@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Students will achieve a basic grounding in the subject of Semiotics. 
Students will appreciate the use of Semiotics as a methodology for research purposes. 
To understand how Semiotics has been used as a means of understanding communication and meaning.  
記号論の基礎知識を習得する。 
研究を目的とした方法論として記号論の使用を理解する。 
コミュニケーションと意味を理解する手段として、記号論がどのように使用されてきたか理解する。 

■Course Description / 講義の概要 

Semiotics is the study of communication through the use of signs. It is a way of understanding the meaning of things. 
With Semiotics it is possible to provide a convincing and systematic explanation for how things come to mean what they 
do in a particular culture and society.  It has been used extensively in the study of language but has also been extended 
into looking at the media (Film, television, advertisements), at images of all kinds and at fashion and music.  The course 
will start with the founders of semiotics, Ferdinand De Saussure in France and C.S. Peirce in the USA as well as those 
who have significantly expanded its use.  However the course will focus mostly on the use of Semiotics as a way of 
understanding how communication takes place in a wide variety of media by considering the semiotic “resources” that 
are used to produce media and other texts. All teaching is conducted in English and assignments must be completed in 
English. 記号論とは、記号を介したコミュニケーション理論で、物の意味を理解する一つの方法でもあり、特

定の文化と社会における意味の生成過程を系統立てて説明した学問である。記号論は、言語研究において広

範囲に応用されており、メディア（映画、テレビ、広告）、多種多様なイメージ、ファッションや音楽までそ

の適用範囲を広げてきた。このコースでは、記号論の提唱者、フランスのフェルディナン・ド・ソシュール

（Ferdinand De Saussure）と米国の C.S パース（C.S. Peirce）、またその適用範囲を広げた学者の理論から始め

ていく。講義では、媒体やその他のテキストを生み出すために利用される記号論の「リソース」を検討する

ことで、多種多様な媒体においてどのようにコミュニケーションが起こるか理解する方法の一つとして、記

号論の使用を考察していく。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

Relevant books will be available in the Library 
■Reference List / 参考文献 
特になし 

■Method of Evaluation / 評価方法 

There are 2 written assignments to complete during the course. 
■Additional Information / 留意点 
2009 – 2013 年度生は「ホスピタリティ・マネジメントコース」 
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科目名：日本文学  
Course Title：Japanese Literature 

教員 / Instructor：アレクサンドラ ムスタツェア（Mustatea, Alexandra） 
 
Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail mustatea@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
日本近現代の文学作品（主に短編小説）を通して、文学理論の基礎概念を理解し、「文学」というのは何なの

か・どのように読むのかを考えていく。講義・クラス活動は基本的に日本語で行うが、書き物は日本語また

は英語で提出可能である。 
Understanding some basic concepts of literary theory, by focusing on modern and contemporary Japanese novels 
(mainly short stories/novellas). Throughout the semester, we will think about what literature is and how to read it. The 
class will be conducted in Japanese, but the reading materials will also be available in English (upon request). The 
students will be able to submit the reports or written assignments in Japanese or English. 
■Course Description / 講義の概要 
近現代の日本文学作品を読み解く。さまざまなテーマで書かれた作品の社会的背景を考えながら、文学をど

のように楽しめるのかについて考察する。近代の代表的な作家 (夏目漱石、永井荷風、太宰治、谷崎潤一郎、

大江健三郎、林芙美子、向田邦子) の作品を読んでいく。後半は現代文学で広く読まれている作家 (村上龍、

村上春樹、星新一、村田沙耶香など) の作品を読んでいく。 
Reading and discussing modern works of Japanese prose. The first half of the semester will focus on representative 
authors (Natsume Sōseki, Nagai Kafū, Dazai Osamu, Tanizaki Junichirō, etc.), and the second part on popular 
contemporary authors (Hoshi Shinichi, Murata Sayaka etc.). 
■Textbooks / 教科書 
特になし。 

■Course Readings / 指定図書 

The course materials will be available in Japanese and/or English (students’ choice).  
作家   日本語タイトル/English title 
夏目漱石 Natsume Sōseki   『夢十夜』 / Ten Nights of Dreams                   
永井荷風 Nagai Kafū   『あめりか物語』より / from American Tales         
太宰治 Dazai Osamu   『待つ』/ Matsu                                 
谷崎潤一郎 Tanizaki Junichirō 『秘密』/ Himitsu                       
林芙美子 Hayashi Fumiko   『水仙』/ Narcissus                               
大江健三郎 Ōe Kenzaburō   『セブンティーン』/ from Seventeen                
向田邦子 Mukōda Kuniko   『思い出トランプ』より/ from Omoide toranpu       
村上龍   『限りなく透明に近いブルー』より/from Almost transparent blue  
星新一 Hoshi Shinichi   『ボッコちゃん』より / from A Well-Kept Life or The Whimsical Robot 
村田沙耶香 Murata Sayaka  『コンビニ人間』/ Convenience Store Woman 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Reading (content) quizzes 小テスト（内容クイズ） 10% 
Active class participation/積極的な授業参加度（グループワーク・教室活動など）: 30% 
Class presentation/ 発表: 20%     Final report / レポート: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし。 

■Additional Information / 留意点 
正当な理由がなく、欠席を 6 回(6 コマ)以上した場合には、原則として単位は認められない。 
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科目名：湘南の文学 
Course Title：Shonan Literature 

教員 / Instructor：中澤 弥（Nakazawa, Wataru） 
 

Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail nakazawa@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
小説の中に描かれた湘南を題材として、湘南地域の文化・歴史を学んでいきます。文学テキスト内の空間が

どのような意味を持ち、どのような表現を用いて作品のなかで描かれているのかを、歴史や地理などの資料

を参照しながらとらえ、湘南地域の持つ問題点を探っていくのが目標です。 

■Course Description / 講義の概要 
湘南地域を扱った明治以降の小説を読みときながら、文学における空間の問題を探求して行きます。湘南地

域は、都市近郊の別荘地・リゾート地として知られるようになり、やがて住宅地へと変貌していきます。そ

の姿は、小説作品の中でもしばしば取り上げられ、重要な舞台としての役割を果たしてきました。この授業

では、文学に描かれた湘南を取り上げて、湘南という地域の文化的なひろがりを理解することが目的です。

同様に湘南地域を舞台とした映画作品にも光を当てます。エリアとしては、藤沢を中心に東側は鎌倉や逗子、

西側は茅ヶ崎まで拡がる海岸地域を対象とします。作品としては、明治期から現代の小説やライトノベルま

で幅広く扱います。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 
必要な文献については、授業内で指定する。  

■Reference List / 参考文献 
特になし 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Debate / 討議：40% 
Report / レポート：60% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
なし 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：中国文学 
Course Title：Chinese Literature 

教員 / Instructor：エリック ホノベ（Honobe, Erik） 
 

Division / 分野 General / 共通 Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 202 E-mail honobe@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

The goal of this course is to study Chinese literature through what is considered the oldest piece of Chinese literature, 
the Zuozhuan and through renowned historical tale Wu Yue Chunqiu. We also learn about Sun Tzu, military strategist 
who lived in that historical context, and his Art of War. Through famous episodes, concepts and thoughts from ancient 
China, we deepen our understanding of not only Chinese literature, but also Chinese culture and modern China. 
中国文学の最も古い文献とされる「左伝」と著名な歴史物語「呉越春秋」を通じて中国文学を学ぶ。また、

その歴史背景に生きていた兵法者の孫子及び「孫子兵法」を学ぶ。古代中国における有名なエピソード、概

念及び思想を通じて中国文学のみならず中国文化及び現代中国の理解も深める。 

■Course Description / 講義の概要 

Throughout the semester, students read important passages from the Zuozhuan and Wu Yue Chunqiu. Students' 
understanding of the terms and concepts in the text is verified periodically. The concepts are discussed in the framework 
of Chinese thought and culture. Also, episodes and concepts the Zuozhuan and Wu Yue Chunqiu are discussed from a 
global point of view through student presentations and class discussions. 
学期を通して「左伝」と「呉越春秋」の重要な部分を読む。文中にある語彙と概念の理解を定期的に確認す

る。中国思想や文化の枠組みでその概念を論じる。また、学生発表とディスカッションを通じて「左伝」と

「呉越春秋」におけるエピソードと概念をグローバルな視点で議論する。 

■Textbooks / 教科書 
趙 曄 (著), 佐藤 武敏 (訳)『呉越春秋: 呉越興亡の歴史物語』平凡社、2016 年 ISBN 978-4582808735 

■Course Readings / 指定図書 
小倉 芳彦（訳）『春秋左氏伝〈下〉』岩波書店、1989 年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Participation / 授業参加: 10% 
Presentations / 発表: 10% 
Assignments / 課題: 20% 
Midterm Exam / 中間試験: 30% 
Final Exam / 期末試験: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：日本の法律 
Course Title：Japanese Law 

教員 / Instructor：金井 憲一郎（Kanai, Kenichiro） 
 

Division / 分野 General / 共通 Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail kanai@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

- To help students recognize accurately the issues of Japanese society. 
- To help students recognize accurately what is legally problematic as to the issue. 
- To help students understand what legal thoughts are 
- To encourage students to consider the issues of Japanese society and work on legal solution. 
- To give students the opportunities to share their conclusions with others and seek to convince them. 
この授業の目的は、 
・日本の社会が抱える問題を適切に認識すること、 
・この問題のどこが法的に問題かを的確に把握すること、 
・法律的にものを考えること（法的な思考）とは何かを理解すること、 
・日本の社会が抱える問題を自らの思考を通じて法的に解決を試みること、 
・自らが得られた結論を他者に示し、納得を得ること、 
である。 
日本における法律問題を法的に解決することの重要性を認識し、将来にわたって、より複雑化する現代日本

社会における法的諸問題を解決していくために「考える、考え抜く」とはどのようなことであり、それらを

考え続けるという強固かつ持続的な思考力を体得することを目指す。グローバルな視点は、「日本の法律」と

いう切り口から、更により強いものになるだろう。「日本の法律」を知ることは、グローバルな社会における

日本で生活するために必要不可欠でもある。 

■Course Description / 講義の概要 

This course will study Japanese law as one of the solutions to the issues after recognizing the problems of Japanese 
society. It is not sufficient to 'know' or 'learn' written laws as apparently written laws can not cover all the incidents and 
events which can occur in Japanese society. Written laws are merely clues to solution to the problems occurring in 
Japanese society and therefore 'interpretation of laws' is needed as the solution to the problems. The laws are interpreted 
and applied for the concrete problems, and through the process of 'application of laws' new and unwritten laws will be 
created. 'Interpretation and application of laws' will require 'legal thoughts'. 
This course will introduce students to 'unwritten laws' created through solution of problems, as well as 'legal thoughts' in 
addition to 'written laws'. 
この授業では、日本の社会が抱える問題を適切に把握し、その問題解決の手法の一つとして法律を学ぶ。「法

律を学ぶ」といっても、単に「書かれている」法律を「知っている」あるいは「覚えている」だけでは不十

分であり、問題解決にはおぼつかない。「書かれている」法律が社会の全ての事象を描き尽くすことができな

いことを考えてみれば、それは当然であろう。法律に書かれているのは、社会に存在する問題の解決の緒（い

とぐち）に過ぎず、その解答は読めば分かるというものではない。そこで、問題解決の手法としての法律の

「解釈」が必要となる。事実としての具体的問題に、法律を「解釈」し、そして「適用」する。この「適用」

の過程を通じて新しい見えない法律がつくり出される。ただ、この「解釈」・「適用」は無原則になされるの

ではない。この背景には「法的思考」なるものが存在する。 
この授業を通じて、「書かれている」法律を知るだけではなく、問題解決を通じて導き出されてきた「書かれ

ていない」法律やその背景となっている「法的思考」の一端にぜひ触れてもらいたい。 

■Textbooks / 教科書 
山田卓生『法学入門 社会生活と法』信山社、2013 年 
渋谷秀樹『憲法への招待(新版)』岩波新書、2014 年 
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■Course Readings / 指定図書 

List of weekly readings will be given in the class 
芦部信喜 高橋和之補訂『憲法(第七版)』岩波書店、2019 年 
西原博史編『教職課程のための憲法入門(第二版)』(弘文堂、2019 年) 
緒方桂子・豊島明子・長谷河亜希子編『日本の法』（日本評論社、2017 年） 
大村敦志『生活民法入門』東京大学出版会、2003 年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class participation / 平常点: 10%（本学の 6 回ルールによる。原則として、診断書を繰り返し出すことで、例え               
ば、診断書を 7 回出した場合、単位を認めるかは、それまでの授業参加態度やレポート評価等総合的に判断

するので、ケースバイケースと理解されたい。毎週 2 時限続きの授業であるので、一週間欠席すると相当程

度授業が展開し、毎学期、レポート提出期限後に授業に出席されなくなる方がいるが、非常に残念である。） 
Class performance and Report / 授業参加態度,レポート: 30% （授業参加態度とは、具体的には発言内容によ

る。） 
Final examination / 学期末試験: 60% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
本学必修科目である、「日本語文章表現法」の講義を事前あるいは同時並行に履修することが望ましい。日本

語の表現方法の知識がないと、法律用語等技術的なタームを用いた条文、裁判例、教科書等を理解すること

に加え、論理的な文章を書くことが難しいからである。 
日本史、世界史、文学等幅広い教養科目を履修することは、法という抽象的な世界(特に、どのように法がど

生成されてきたか)を知るために必要な知識の源ともいうべきものであり、それらに対する関心を持つことも

求められる。 
■Additional Information / 留意点 

In this course, we intend to regularly touch upon up-to-date information on the current state of the law and its 
enforcement (and, in particular, the constitution and its proposed revisions,  
which have been subject to abundant discussion over the past few years). While taking this course, and even after having 
taken it, it will be crucial for students to pay attention to news on a daily basis, be it through the television, the radio, the 
internet, the newspapers or any other media. 
実際の法運用状況(特に、近時、憲法改正等憲法に関する議論が盛んに行われています)については、その都度

アップ・ツー・デイトな情報を講義において触れることに意を用いたいと考えている。本講義受講中、そし

て受講後においても、テレビ・ラジオ・インターネット・新聞、如何なる媒体でもかまわないので、日々の

政治関連のニュースに注意を払うことが重要である。 
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科目名：日本の歴史  
Course Title：Japanese History 

教員 / Instructor：藤田 賀久（Fujita, Norihisa） 
 

Division / 分野 General / 共通 Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail fujita-n@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

History is not only the past events, but affects our times in many ways. This course seeks to give students a general 
familiarity with the characteristics of Japanese history and evolutions of its unique culture since the ancient times to the 
present. It pays special attention to Japan's position in Asia and the wider world.  
歴史は過去に発生した出来事ということに留まらず、現在に対して様々な意味を持っている。つまり、現在

の日本や日本と世界との関係を理解するためにも、歴史を振り返ることは非常に重要である。本講義では、

学生が古代から現代に至る日本史を概観し、日本の歴史や文化の成り立ちを学ぶ。同時に、アジアや国際社

会との関係を見つめることで、日本の立ち位置を考える。 

■Course Description / 講義の概要 

This course gives an overview of an introductory Japanese history from its origins up to todays. Japan's historical  
interactions with neighboring countries, especially China and Korea is emphasized. Furthermore, discussion on "what is 
history?" will be addressed. 
本クラスは日本の古代から現代に至る歴史を概観する入門である。特に中国や韓国をはじめとする近隣諸国

との関係を重要視する。政治史にとどまらず、文化、宗教、文学、といった側面も特に強調する。また、「歴

史とは何か」という問いに常に向き合いたい。 

■Textbooks / 教科書 
五味文彦、鳥海靖『もういちど読む山川日本史』山川出版社、2009 年 

■Course Readings / 指定図書 
授業初日に配布するシラバスにて紹介する。また授業中にも適宜紹介する。 

■Reference List / 参考文献 
特になし 

■Method of Evaluation / 評価方法 
In-class responses / 授業参加: 30％  
Mid-term Exam / 中間試験: 35％ 
Final Exam / 期末試験: 35％ 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：教育心理学 
Course Title：Educational Psychology  

教員 / Instructor：竹内 一真（Takeuchi, Kazuma） 
 

Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 304 E-mail takeuchi-k@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

The objectives of this course are: 
- To understand the psychological aspects of developmental changes in students and issues in education, 
- To discuss educational issues in schools and society based on the findings of psychological research. 
教育・発達について、心理学的な観点から科学的に理解し思考力と判断力を養う。また，一般社会における

教育的課題においても本講義で学んだ知見を応用できるような視座を身につけ、高い志のもとで教育に携わ

れる能力を育成する。 

■Course Description / 講義の概要 

Educational psychology is the scientific study of human teaching/learning. The purpose of educational psychology is to 
promote the efficient and effective education in our society by applying the findings of psychological research. 
教育心理学とは、人間の「教える」「学ぶ」という営為について、心理学の観点から科学的に理解・考察する

学問である。この学問の目的は、心理学の研究から得られた知見や技術を教育活動の場に応用することによ

って、教育という活動を社会において効率的・効果的に行えるようにすることである。 

■Textbooks / 教科書 
特になし 

■Course Readings / 指定図書 
特になし 

■Reference List / 参考文献 
授業で紹介する 
To be advised in the class 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Performance/ 授業内活動: 10％ 
Report / レポート: 20% 
Final exam / テスト: 70% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
この科目は、教職課程の必修科目でもある。 
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科目名：こころの科学 
Course Title：Science of Mind 

教員 / Instructor：新屋 裕太（Shinya, Yuta） 
 

Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail shinya@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

The objectives of this course are: 
- To understand and explain our mind’s function and mechanism, and factors affecting individual difference in our mind 
scientifically. 
- To develop abilities to improve problem-solving in one’s own life and education by making questions about daily 
mental and behavioral activities and deepening them scientifically. 
「こころ」の働きや仕組み、多様性を形成する要因について、科学的な観点から理解し、それらを説明、議

論する力を身につける。また、私達の日々の精神・行動現象に対して問いを立て、科学的な理解を深めるこ

とを通して、自身の生活や教育活動における問題解決に繋げる力を身につける。 

■Course Description / 講義の概要 

We have understood our mind through philosophy, religion, and literature for a long period; however, the history of 
science of mind (i.e. psychology) is a little over one hundred years. How have psychology contributed to understanding 
our mind, which are never seen? In this course, students will learn the mechanism underlying our mind such as 
cognition, emotion, and memory, and the developmental process and environmental factors shaping our mind. Through 
the course, students will also learn several approaches for understanding our mind scientifically. The course will consists 
of lectures, group discussion and presentation. 
私たちの「こころ」は、長年にわたり哲学や宗教、文学などを通して理解されてきたが、科学の対象となっ

たのは、この 100 年余りのことである。目に見えない私達の「こころ」の理解を、科学はどのようにして進

めてきたのかだろうか。本講義では、私たちの認識や感情，記憶などの背後にあるメカニズムや、私たちの

心を形成する発達過程や環境要因（教育や社会、文化など）についての学習を通して、「こころ」を科学的に

理解するためのアプローチを学ぶ。授業は、講義形式だけでなく、グループディスカッションやプレゼンテ

ーションなど、インタラクティブな形式でもおこなう予定である。 

■Textbooks / 教科書 
未定 

■Course Readings / 指定図書 
なし 

■Reference List / 参考文献 
授業で適宜紹介する。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Active Participation / 主体的（積極的）な授業参加度: 20% 
Presentation / プレゼンテーション: 40% 
Final Report / 最終レポート: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
なし 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：体育  
Course Title：Physical Education 

教員 / Instructor：TBA（TBA） 
 
Division / 分野 General / 共通 Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail TBA 
 

■Course Goals / 到達目標 

The aim of this lecture is to learn and understand the significance of physical activity through performing various sports, 
and is to maintain and ensure physical, mental and social "well-being". In addition, by learning basic skill or rules of 
sports, each student is expected to develop the ability of communication with others and to get good manner to others 
and even to improve the ability for solution to the problem. 
本講義は、スポーツの実践を通じて身体活動の重要性を理解、学習し、身体的・精神的および社会的な 
"健康"の獲得と増進を意図している。加えて、スポーツの基本的な技能・ルールを習得することで学生のコミ

ュニケーション能力やマナー、問題解決能力の向上につなげる。 

■Course Description / 講義の概要 

The sport events will be swayed in the case that participants who join this class are majority or by man/female ratio. 
However, in the present condition, three kinds of sport events (Volleyball/ Table tennis/ Recreation) intend to be chosen. 
受講者数や男女比などによって変更の可能性がある。 
実施種目は現状では、バレーボール・卓球・レクリエーションの３種目程度を予定。 

■Textbooks / 教科書 
None / なし 

■Method of Evaluation /評価方法 
Active Participation/主体的な授業参加度: 10% 
Reports / レポート: 40% 
Activity contents during the class / 授業中の活動内容: 50% 

■Additional Information / 留意点 

The guidance is going to be conducted by Week 1, and it is necessary to prepare for carrying out light exercise after 
guidance. 
In order to participate in activities fully, each student must prepare a change of clothes to proper attire during physical 
education classes. If students do not have proper outfit, they will not be able to participate in the classes (except 
classroom lecture). Jeans cannot be allowed. 
2. Bring gymnasium shoes because this lecture is almost carried out in a gymnasium. 
3. Bring water respectively, and each student may drink appropriately. 
4. The report is assigned instead of the class concerned, if each student cannot participate in the lecture for poor physical 
condition or an injury. 
5. This course is conducted in Japanese. 
初回はガイダンスを予定しているが、ガイダンス終了後に軽い運動予定もあるので各自準備をすること。 
必ず運動ができる服装に着替えること。着替えていない場合には授業に参加できない。(ただし、座学は除く) 
またジーンズなど運動用途に不向きな衣類の着用は不可。 
2. 基本的に体育館を使用するので体育館履きを必ず用意すること。 
3. 水分は各自で用意し、必要に応じて飲むこと。 
4. 実技をともなう科目なので体調不良・怪我などで参加できない場合は、見学の上、当該授業内でレポート

を課す。 
5. この科目は日本語で行われる。 
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科目名：キャリア形成論  
Course Title：Career Development 

教員 / Instructor：竹内 一真（Takeuchi, Kazuma） 
 

Division / 分野 General / 共通 Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 304 E-mail takeuchi-k@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

- To learn key skills for taking control of current and future career development.  
- To develop self-awareness and discover personal strengths through feedback from group work. 
- To get acquainted with the essential competencies of: hope, self-reflection, self-clarity, visioning, goal setting and 
planning, implementing and adapting. These are described in detail.  
・キャリア形成に必要な鍵となるスキルを学び，社会の発展に貢献する力を育成する。 
・グループワークを通して自己認識や個人の強みを探り，高い志の育成を図る 
・キャリア形成に必要な考え抜く力を身につける。 

■Course Description / 講義の概要 

When you consider about your future career, it is based on a way of your thinking for working and living in your life. In 
order for you to build and improve your career, you have to understand yourself as a first step: What are you good at? 
What do you want to do? What do you think is worth doing? In this course, you will be asking yourself these questions, 
with the assistance of a personality test and other means, so as to know what you want to be in future. Further, you will 
work out what you need to do in order to become what you want to be, connecting your study at this university with 
your pursuit of a career. The course consists of fairly interactive lectures, workshops and group work. 
自分にとってのキャリアを考える時、そのベースとなるのは、働くことや生きることについての考え方であ

る。キャリアを積み、キャリアアップするためには、何が得意で、何をしたいのか、何をする事に価値を見

いだすのかなど、まず自分について良く知ることである。この授業では、性格テストや様々な方法を使って、

将来自分がなりたい自分を探す。さらに、自分が望む自分になるためにすべき事やキャリア形成のために SGS
で学ぶべき事などを学習する。授業は、各自が授業課題準備をしてきた上で、講義、実習、グループワーク

を通じて行う。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

To be announced in class. Weekly assignments will be given in the class.  
週ごとの課題は授業中に提供される。 

■Reference List / 参考文献 
特になし 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Performance  / 授業内活動: 20% 
Reflection Paper / 授業のリフレクション: 40% 
Career Design Sheet / キャリアデザインシート: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：国内インターンシップ概論 
Course Title：Introduction to Domestic Internship  

教員 / Instructor：中澤 文彦（Nakazawa, Fumihiko） 
 

Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2, 3 Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail nakazawa-f@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

The course objectives are:  
1. To experience part of the real world through this domestic internship program and to pave the way for students' future 
career. 
2. To raise the students' motivation to work in society and to help them plan their career. 
3. To learn about the importance of the basic business manners and to develop their ability to take actions. 
授業の目的は次の通りである: 
1. ビジネス現場での就業体験を通じ現実社会の一端に触れ、しっかりとした職業観、労働観を形成すること 
2. 社会で働くための意識を高め、キャリアプランを描けるようにすること 
3. 基本的なビジネスマナーの重要性を理解し、行動につなげる能力を養うこと  

■Course Description / 講義の概要 

An internship is working experience at companies. It offers students opportunities to work temporarily at companies 
during summer, or spring vacation. This means the students will have a chance to think about their career choice and to 
raise their job adaptability after they actually joined companies. Therefore, the students are required to fully prepare in 
advance for this internship course so that they can have a valuable, fulfilling experience.  
 This course consists of three parts and comes under Preparatory Class, supporting the students' career formation 
concerning Follow-up Class. 
1. Preparatory Class: The students learn the basic business manners through role playing, and study how to handle basic 
assignments as a member of a real organization. The class includes lectures, small group discussions, and role playing. 
2. Practice: The students attend a job training at a domestic company for at least two weeks or more during August and 
September, or February and March.  
3. Follow-up Class: The students review their experience and write a report on what they have learnt through the 
internship experience.インターンシップとはどのようなものか。春休みや夏休みを利用し、将来の職業選択や就

職後の職業への適応力を高めることを目的とした「就業体験」のことである。 
しっかりした事前準備と心構えを持ち、インターンシップに臨むことで貴重で得がたい体験となるであろう。 
本講義は事前授業、実習、事後授業の 3 部構成のうちの事前授業であるが、事後授業等においても受講生の

キャリア支援を行っていく。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation / 平常点: 10% 
Participation and assignments / 授業参加及び課題: 50% 
Mock Interview / 模擬面接: 40% 

■Additional Information / 留意点 
・Students need to resister for "Domestic Internship: Practice I" as well, in the case of taking this class "Introduction to 
Domestic Internship". 
・Students who would like to register for this course must attend the class in Week 1. 
・「国内インターンシップ概論」単独での履修はできない。必ず「国内インターンシップ実習Ⅰ」と併せて履

修すること。 
・履修希望者は第 1 週の授業に必ず出席すること。第 1 週の授業に出席していない場合は履修を認めない。 
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科目名：国内インターンシップ実習Ⅰ&Ⅱ  
Course Title：Domestic Internship: Practice I & II 

教員 / Instructor：堂下 恵（Doshita, Megumi）、中澤 文彦（Nakazawa, Fumihiko） 
 

Division / 分野 General / 共通 Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2, 3 Credits / 単位 各 2 
Office / 研究室  E-mail doshita@tama.ac.jp, nakazawa-f@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

The course objectives are:  
1. To experience part of the real world through this domestic internship program and to pave the way for students' future 
career. 
2. To raise the students' motivation to work in society and to help them plan their career. 
3. To learn about the importance of the basic business manners and to prepare for job hunting activities. 
授業の目的は次の通りである: 
1. ビジネス現場での就業体験を通じ、現実社会の一端に触れ、しっかりとした職業観、労働観を形成するこ

と 
2. 社会で働くための意識を高め、キャリアプランを描けるようにすること 
3. 基本的なビジネスマナーの重要性を理解し、行動につなげる能力を養うこと 

■Course Description / 講義の概要 

An internship is to work experience at profit organizations or nonprofit organizations. Domestic Internship consists of 
three parts, Preparatory Class, Practice (On the Job Training) and Follow-up Class. This course includes Practice and 
Follow-up Class, supporting the students' career formation over a long span of about six months. 
1. On the Job Training: The students attend on the job training at a domestic organization at least for two weeks or more 
during August and September, or February and March.  
2. Follow-up Class: The students review their experience and write a report on what they have learnt through the 
internship experience. The students make the presentation on the job training in the debriefing meeting 
インターンシップとは、将来の職業選択や就職後の職業への適応力を高めることを目的とした「就業体験」

のことである。本講義は国内インターンシップを構成する 3 部のうち、実習と事後授業に相当し、約半年と

いう比較的長いスパンで受講生のキャリア支援を行っていく。 
1. 実習：国内の企業などの現場で、インターンシップを通じてビジネス経験をする。 
2. 事後授業：インターンシップ終了後、事後学習により報告書の作成を行い、報告をする。 

■Textbooks / 教科書 
特に指定はしない。 

■Reference List / 参考文献 
１．「会社四季報 業界地図」（東洋経済）２．「インターンシップ入門」（玉川大学出版部）３．「東大物理学

者が教える『考える力』の鍛え方」（上田正仁・PHP 文庫）４．「東大物理学者が教える『伝える力』の鍛え

方」（上田正仁・PHP 文庫） 

■Method of Evaluation /評価方法 
Practice / 実務：60%、Presentation / 発表：40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

Introduction to Domestic Internship is a prerequisite for this course. 
「国内インターンシップ概論」を修得済みであること 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：日本語文章表現法  
Course Title： 

教員 / Instructor： 廣田 敬則（Hirota, Takanori）、他 
 

Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1＋ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail 掲示または Web シラバスを確認すること 
 

■Course Goals / 到達目標 
社会人として要求される、また大学での講義や学生生活を送る上で必要となる、日本語の能力を身につける

のが目標です。講義における短いレポートから資料調査に基づく小論文まで、読みやすい文章を書くための

基本的な事項を学びます。また、手紙やメールの書き方、冠婚葬祭のしきたりなど、日本文化への理解を深

めます。 

■Course Description / 講義の概要 
文章作成に必要な事項を学び、課題に沿って文章を書いてもらいます。原稿用紙の使い方、記号などの使用

法、縦書き･横書きそれぞれのスタイルを学びます。また各種の講義において作成するレポート・小論文に対

して、説得力を持った構成法や使用する文献資料の引用のルールなどを具体的に示していきます。社会生活

で必要な書類・手紙の書き方なども学びます。 

■Textbooks / 教科書 
庄司達也他『日本語表現法（改訂版）』翰林書房、2011 年 

■Course Readings / 指定図書 
特になし 

■Reference List / 参考文献 
特になし 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning Attitude / 学習態度: 10% 
Quizzes / 小テスト: 20% 
Composition / 作文構成: 20% 
Writing assignment / 作文課題: 50% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：グローバルスタディーズのための数学入門 
Course Title：Introduction to Mathematics for Global Studies 

教員 / Instructor：渡邊 泰典（Watanabe, Yasunori） 
 

Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 201 E-mail y-watanabe@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

- to improve fundamental arithmetic skills 
- to be familiar with mathematical graphs and symbols 
- to acquire mathematical thinking  
・基礎的な計算スキルの向上 
・グラフや記号の使い方に慣れる 
・数学的思考方法の習得 

■Course Description / 講義の概要 

This lecture helps students to acquire the fundamental mathematical thinking required in university courses. 
Mathematical thinking is required not only in the field of mathematics, but also in any field which needs logical and/or 
abstruct thinking. 
Students are required to work on preparation quizes before each class, and also required to work with other students 
during the course. In addition, students may submit book reports on mathematics during the semester. 
この講義では，大学での学びに必要とされる基礎的な数学的思考方法の習得を目的とする．数学的思考方法

は，数学分野においてのみ必要とされるものではなく，論理的・抽象的な思考を必要とするあらゆる分野で

活用されるスキルである． 
受講者は，あらかじめ出題された予習問題を解き，講義内では他の学生と協力して演習を行うことが要求さ

れる．また，学期中に数学に関連する書籍を読んでブックレポートを提出しても良い． 

■Textbooks / 教科書 
小杉拓也 (2012) 『小中学校 9 年分の算数・数学がわかる本』，ダイヤモンド社 
Devlin, K. (2018) 『数学的に考える』，冨永星訳，ちくま学芸文庫 

■Course Readings / 指定図書 
芳沢光雄 (2015) 『算数でわかる数学』，SB Creative 
遠山啓 (2013) 『基礎からわかる数学入門』，SB Creative 
結城浩 (2018) 『プログラマの数学 第 2 版』，SB Creative 

■Reference List / 参考文献 
講義内で指定する 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Group work / グループワーク: 30% 
Prep work / 予習: 20% 
Book report / ブックレポート: 30% 
Final Exam / 学期末試験: 20% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
なし 

■Additional Information / 留意点 
なし 
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科目名：共通科目特別講義Ⅱ（グローバル企業とキャリアデザイン）  
Course Title：Special Lectures for General Courses II 

教員 / Instructor：ミハイル マリノフ（Marinov, Mihail） 
 

Division / 分野 General / 共通 (G / GB) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail mihail@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

- To learn the necessary skills and knowledge for designing careers in global firms 
- To get acquainted with the required mindset for rapid business growth  
- To learn how to communicate with overseas business partners  
・グローバル企業において自分自身のキャリアをデザインしていくという姿勢と基本的な知識を身につける 

・加速度的成長のための思考法を学び実践する 

・相手国の取引先とのコミュニケーションに必要なスキルを身につける 
■Course Description / 講義の概要 

Nowadays, the lifestyle of people and the values which govern human behavior have diversified significantly. In these 
circumstances, the social environment which determines how individuals design their own careers is constantly 
changing. In this course students will learn how the social environment is changing from the diverse perspectives of law, 
economy, business management, psychology and other social sciences, and how global firms influence this change. This 
course also teaches students how to design their own careers proactively and independently, and how to understand the 
cultural and linguistic differences in communication and common sense that differentiates communication in Japan from 
that of other nations. 
ライフスタイルが多様化・多価値化する現代において、個人のキャリア開発を取り巻く社会環境は著しく変

化している。本講義では、法学・経済学・経営学・社会学・心理学等の多面的側面から個人のキャリアを開

発するうえで必要となる社会環境の変化を学ぶと同時に、主体的で自立したキャリア開発を実践するうえで

必須のコミュニケーション能力の実習も行う。 

■Textbooks / 教科書 
谷田部光一『キャリアマネジメント：人材マネジメントの視点から』晃洋書房、2010 年 

■Course Readings / 指定図書 
労務行政研究所著編『勝ち抜く経営 強い企業の人事戦略』労務行政、2012 年 

■Reference List / 参考文献 
ヘイコンサルティンググループ 『グローバル人事―課題と現実』日本経団連出版、2007 年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning attitude / 学習態度: 20% 
Assignments and Group Discussion / 課題及びグループ討議: 50% 
A 10-min test at the end of each class / 小テスト: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 
■Additional Information / 留意点 
 
 

https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E3%83%98%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97&search-alias=books-jp&text=%E3%83%98%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97&sort=relevancerank
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科目名：共通科目特別講義Ⅲ & Ⅳ（志スタートアップ） 
Course Title：Special Lectures for General Courses III & IV 

教員 / Instructor：渡邊 浩史（Watanabe, Hirofumi） 
 

Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1 Credits / 単位 各 2 
Office / 研究室  E-mail watanabe-h@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
・社会人として生きていく上で必要となるコミュニケーション能力を身につけ、自らを肯定的に捉える力を

養う 

・自分自身のこと、人と自分との関わり、社会の出来事と自分との関わりについて多角的に考える力を身に

つける 

■Course Description / 講義の概要 
大学での学生生活のスタートに当たり、必要となる能力について考えていきます。人は成長過程で様々な人

間関係や地域・社会の環境、日々変化していく社会の出来事に影響を受けています。時代の変化を生き抜く

には、自分の個性を生かし、様々な知識を身に付けて生き抜かなければなりません。本講義ではより良く生

きるためのコミュニケーション能力について考えていきたいと思います。そこから自らの考えを深め、自分

の将来の生き方について学びます。 

■Textbooks / 教科書 
特になし 

■Course Readings / 指定図書 
特になし 

■Reference List / 参考文献 

千古理恵子・渡邊浩史他『「私的には…」からの脱出』京都書房、2012 年 
大澤真幸『不可能性の時代』岩波書店、2008 年 
Ｍ・サンデル『これからの「正義」の話をしよう』早川書房、2011 年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
積極的な授業参加度      30％ 
授業内での発表       40％ 
学期末試験         30％ 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
特になし 
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科目名：共通科目特別講義Ⅴ（グローバル時事問題） 
Course Title：Special Lectures for General Courses V 

教員 / Instructor：セーラ パルマー（Palmer, Sera） 
 

Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail palmer@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

This course aims to provide students with the knowledge and skills necessary to analyze current global events. 
Students will be encouraged to absorb information provided by the lecturer and form their own opinions about global 
issues. This course will also help students understand how global issues relate to their own lives. Through class 
discussions and group work, participants will learn to 1) form an argument based on real information 2) give a 
successful presentation, and 3) work efficiently with peers. 
当科目ではグローバル時代の時事問題を理解・分析するための本質的な知識・スキルを身につける。指導者

が講義中に提供する情報を念頭に置きながら、自らの意見をまとめ、グローバルな状況が我々の生活にどの

ように関連しているかについて考える。ディスカッションやグループワークを通じて、1）収集した情報か

らの論点の構築 2）プレゼンテーション 3）グループメンバーとの協調の３点のスキルを養成することを目

的とする。 

■Course Description / 講義の概要 

This course will be split into two components; a lecture component on current events and their historical backgrounds, 
and a group study component in which students will research and present about current events. Participants will 
conduct two group projects: a traditional presentation using PowerPoint, and a short video discussing a current event 
or social problem. The contents of lectures will be decided by the instructor. Group topics will be decided by 
participants.  
当科目では、教室での活動（講義・ディスカッションなど）と学生同士のプロジェクトペースのグループワ

ークを組み合わせて授業を行う。毎週の授業前半では、時事問題とそれらの歴史的背景についての講義と活

動を行い、後半ではあるテーマについて調べるグループワークを行う。授業の参加者は、パワーポイントを

使ったグループ発表と時事問題または社会問題を取り上げる短いビデオ作成、という２つのグループ・プロ

ジェクトを行う。講義の内容は教員が決めるが、グループ発表のテーマは参加者が各自で決める。 

■Textbooks / 教科書 
None / なし 

■Course Readings / 指定図書 
Weekly assignments will be assigned during class / 講義中に指定する  

■Reference List / 参考文献 
None / 特になし 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Active Participation / 主体的（積極的）な授業参加度：10% 
Weekly Quizzes / 小テスト：20％ 
Essays and homework / エッセイ・課題：10％ 
Presentations / 発表：30％ 
Exams / 期末試験：30％ 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
None / 特になし 

■Additional Information / 留意点 
None / 特になし 
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科目名：共通科目特別講義Ⅷ（進路のための学力アップ講座） 
Course Title：Special Lectures for General Courses VIII 

教員 / Instructor：堂下 恵（Doshita, Megumi） 
 

Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Spring Break Intensive 
Grade / 配当年次 3 Credits / 単位 2 
Office / 研究室 207 E-mail doshita@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
・大学卒業後の進路選択に必要な基礎的な学力を身につける 

■Course Description / 講義の概要 
本科目は 3 年生を対象とした大学卒業後の進路のための学力アップ講座である。大学卒業後の進路選択にか

かる就職活動等では、基礎学力を身につけているかを筆記試験で確認されることが多い。大学新卒向けの採

用試験で出題頻度の高い問題を活用しながら、社会人として不可欠な基礎学力の向上を目指す。 

■Textbooks / 教科書 
出版が再開されたら、SPI ノートの会・津田秀樹編著『これが本当の SPI3 だ！』を教科書とする 

■Course Readings / 指定図書 
マイナビ出版編集部編『SPI 解法の極意』 
SPI3 対策研究所著『大手・人気企業突破 SPI 問題集【完全版】』 

■Reference List / 参考文献 
SPI ノートの会編著『「web テスト」完全突破法１』 
就活ネットワーク編『web テスト１ 完全対策［玉手箱シリーズ］』 

■Method of Evaluation / 評価方法 
平常点：10％ 
復習テスト：40％ 
最終テスト：40％ 
キャリア支援関連プログラムの利用状況：10％ 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
3 年生対象キャリア支援講座に出席すること。 
連動するキャリア支援プログラムに参加すること。 

■Additional Information / 留意点 
授業は全て日本語で実施する。 
大学卒業後の進路のためではなく、単位取得のみを目的とした学生の履修は認めない場合がある。 
キャリア支援講座をはじめとするキャリア支援プログラムへの参加が無い場合は、履修を認めない場合がある。 
履修者の学力、意欲・要望に応じて、レベル分けしたクラスを複数開講する可能性がある。 
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科目名：中国語Ⅰ 
Course Title：Chinese I 

教員 / Instructor：呉 燕（Wu, Yan） 
 

Division / 分野 General / 共通 (外国語)  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail wuyan@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

In completing this course, you will not only be able to recognize and correctly pronounce Chinese phonemes through 
Pinyin (the Romanized Chinese phonetic system), but also will be able to carry out simple conversations in general 
social situations (e.g., to greet, introduce, give thanks, etc.).   
1. 中国語の発音を正確に聞き分け、正しくきれいに発音できるようにする。 
2. 中国語の音声表記（ピンイン）によって発音できる。 
3. ピンインと簡体字を書けるようになる。台湾・香港などの地域に使われる繁体字も同時に紹介する。 
4. あいさつ言葉や基本の文型を理解しながら、簡単な会話力を身につける。 

■Course Description / 講義の概要 

This course is a beginners' course designed to introduce the correct pronunciation and intonation, basic grammatical 
principles of modern Mandarin Chinese. This course aims to teach basic language skills in speaking, reading and writing 
of modern Chinese. It also aims to deepen your understanding towards the culture behind the language as well. You are 
expected to participate actively in teaching activities (repetitive reading, dictation, role-play, etc.) during teaching hours 
and your performances will contribute to the final grading. There will be quizzes given relatively once a week by the 
instructor to make sure the content being taught before has been mastered.  
ゼロからスタートする学生を対象とする中国語の入門クラスである。中国語に慣れ親しむことに重点を置き、

「読み・書き・聞き・話す」ための、バランスのとれたコミュニケーション能力を身につけることを目指す。

発音練習・会話練習・短文の暗唱などの練習を通じ、声調を含めた中国語の発音をしっかりマスターし、中

国語独自のローマ字表記（「ピンイン」）により発音ができるようになり、ごく基本的な文法や文型を理解し

た上で、実用で使える会話表現を身につけるようになることを目標とする。なお、授業中に中国本土及び台

湾・香港地域に関する動画や音楽も用意され、文化に対する理解を深めることを目指す。 

■Textbooks / 教科書 
沈 国威 監修、氷野 善寛など 著、『中国語でコミュニケーション』、朝日出版社 2020 年 

■Course Readings / 指定図書 
陳 氷雅『ゼロからカンタン中国語 簡体字ワーク』旺文社、2016 年 
楽大維『街ぶら台湾華語』株式会社、アスク出版 2017 年 
楽大維『台湾華語＆繁体字練習帳』株式会社アスク出版、2017 年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation / 平時点(口頭発表・小テストなど)： 20%  Mid-term Presentations / 中間口頭試験: 30% 

Final-examination / 最終試験: 50%（口頭試問＋筆記試験） 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし。 

■Additional Information / 留意点 
1. Regular attendance, thorough preparation and active participation in class are crucial to your language learning. 2. 
Students are expected to review what they have learnt after each week of study. Listening to the CD whenever possible is 
a good way of mastering Chinese pronunciation.初めて学ぶ外国語に早めに親しむようになるために、一回も休ま

ず授業に出るほか、授業に意欲的に関与するのは大切である。授業中に、朗読や模擬会話など練習活動が多く

行われますが、自宅でも十分な予習復習をしてくること、また教科書についている CD をよく聞いて、自ら練

習することが望ましい。 
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科目名：中国語Ⅱ 
Course Title：Chinese II 

教員 / Instructor：呉 燕（Wu, Yan） 
 

Division / 分野 General / 共通 (外国語)  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail wuyan@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

On completion of this course, you will have increased your vocabulary and understood more grammatical structures. 
You will also be able to carry on conversations using expressions and phrases which are actually used by nowadays 
Chinese people. And the various scenarios in the textbook will provide you with understandings of the difference 
between Chinese and Japanese cultures.  
1. 中国語 I で学んだ文法や文型を確認した上、より多く文法や文型を習得する。（中国語検定 4 級に準ずる） 
2. 今の中国の実生活に用いられるトピックや表現を習得する。 

■Course Description / 講義の概要 

 This course is a continuation of Chinese I. It is designed to both confirm the content studied in Chinese I, and help you 
improve your basic conversational skills in Mandarin, complete your study of basic Mandarin grammar, while at the 
same time enlarging your Chinese character vocabulary. It also aims to deepen your understanding towards the culture 
behind the language as well. You are expected to participate actively in teaching activities (repetitive reading, dictation, 
role-play, etc.) during teaching hours and your performances will contribute to the final grading. There will be quizzes 
given relatively once a week by the instructor to make sure the content being taught before has been mastered.    
中国語 I から継続する授業である。発音と基本的な文法を理解している学生が、さらにしっかりした語学力を

身につけるために全般的基礎固めを行う初級クラスである。中国語に慣れ親しむことに重点を置き、「読み・

書き・聞き・話す」ための、バランスのとれたコミュニケーション能力を身につけることを目指す。会話練

習・短文の暗唱などの練習を通じ、日常生活で使える必要な語彙と表現力を身につけるだけでなく、平易な

文章を読み、書くことのできる総合的なコミュニケーション能力の育成を目標とする。なお、日中文化の差

異に対する理解にも目を配る。 

■Textbooks / 教科書 
沈 国威 監修、氷野 善寛など 著、『中国語でコミュニケーション』、朝日出版社 2020 年 

■Course Readings / 指定図書 
特になし。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation / 平時点（小テスト＋会話発表）：30%、Final-examination / 最終試験: 70%（口頭試問＋筆記

試験） 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
中国語 I 

■Additional Information / 留意点 
1. This course will be mainly conducted in Japanese with main points emphasized in English as well. この授業は主に

日本語で行われるが、文法の肝心な部分は英語の構文と照らし合わせて説明する。2. Regular attendance, 
thorough preparation and active participation in class are crucial to your language learning. 外国語を習得するために、

一回も休まず授業に出るほか、授業に意欲的に関与するのは大切である。3. Students are expected to review what 
they have learnt after each week of study. Listening to the CD whenever possible is a good way of mastering Chinese 
pronunciation. 授業中に、朗読や模擬会話など練習活動が多く行われるが、自宅でも十分な予習復習をしてく

ること、また教科書についている CD をよく聞いて、自ら練習することが望ましい。 



【General /共通一般】 

83 

科目名：韓国語Ⅰ 
Course Title：Korean I 

教員 / Instructor：李 光宰（Lee Kwangjae） 
 

Division / 分野 General / 共通 (外国語) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail lee@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
「表現と技能」（＝日本語だけでなく、外国語によるコミュニケーション能力を修得し、情報や知識を複眼的、

論理的に分析し表現できるようになる）および「高い志」の教育方針に従い、本授業においては、「実際に使

える」韓国語の基礎の習得を目指す。つまり、 
①「実際に使える」韓国語の文法を身につける、 
②「実際に使える」標準的発音を練習する、 
③「実際に使える」韓国語の語彙を覚える、 
④「実際に使える」韓国を知る、を到達目標とする。 

■Course Description / 講義の概要 
①基礎学習の後、「実際に使える」韓国語の文法、語彙、発音を学習する。つまり、まず、基本子音、基本母

音、合成子音、合成母音となる韓国語の文字（ハングル）やその発音について説明してから、「実際に使える」

ために必要とされる基礎的かつ簡潔な文法の説明を行い、実際に声に出しての練習を行う。あわせてその際、

発音の指導も行う。 
②同時に、学生が韓国の諸般事情に興味を持つように、韓国関連の身近な問題についても、映画、漫画、K-POP
等のメディアを用いて説明する。 
③学生がポイントを掴めるように、毎授業の開始時にそれまでの授業で習得したポイントおよび使用頻度の

高い単語を復習する。 

■Textbooks / 教科書 

木内明『基礎から学ぶ韓国語講座 初級 改訂版』国書刊行会、2013 年。 

■Course Readings / 指定図書 
なし 

■Reference List / 参考文献 
チョ・ヒチョル『1 時間でハングルが読めるようになる』本学研プラス、2011 年。 
古川芙紗子『姑(オモニム)は韓国人』オークラ出版，2016 年。 
NHK ハングル講座教材。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
小テスト＋中間・期末総合試験：40%、学修態度：60% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
本講座の履修に際して事前に履修しなければならない科目は設けられていない。 

■Additional Information / 留意点 
◎雑談禁止。◎スマホ使用禁止。◎礼儀を守ること。たとえば、講師には必ず敬語を使う。挨拶をする。◎本

当に韓国語や韓国に興味のある学生が参加してほしい。◎欠席は 2 回までにする。◎遅刻 3 回で欠席 1 回に当

たる。◎救済策あり。◎座席は指定席。◎発音については 1 人ずつチェックする。◎授業は日本語で行う（The 
class will be conducted in Japanese）。◎会話の上達を目指すなら。韓国語Ⅱ（秋学期）を受講するのが望ましい。

◎資格、ハングル能力検定 5 級を目指すなら。韓国語Ⅱ（秋学期）を受講するのが望ましい。 
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科目名：韓国語Ⅱ 
Course Title：Korean II 

教員 / Instructor：李 光宰（Lee Kwangjae） 
 

Division / 分野 General / 共通 (外国語)  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail lee@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
「表現と技能」（＝日本語だけでなく、外国語によるコミュニケーション能力を修得し、情報や知識を複眼的、

論理的に分析し表現できるようになる）および「高い志」の教育方針に従い、本授業においては、「実際に使

える」韓国語の基礎の習得を目指す。つまり、 
①「実際に使える」基礎的な会話を練習する、 
②「実際に使える」韓国語をさらに知る、 
③「実際に使える」韓国文化を学ぶ、を学習目標とする。 

■Course Description / 講義の概要 
①「実際に使える」、すなわち、話すために必要とされる基礎的かつ簡潔な文法（The Korean grammar）の説

明を行う。すなわち、基礎的な説明にも十分な時間を割き、簡潔な文法解説を試みる、 
②「実際に使える」単語については、語句の説明などで取り上げていく、 
③学生が韓国の諸般事情に興味を持つように、韓国関連の身近な問題、すなわち、「実際に使える」を説明す

る。 

■Textbooks / 教科書 
木内明『基礎から学ぶ韓国語講座 初級 改訂版』国書刊行会、2013 年。 

■Course Readings / 指定図書 
なし 

■Reference List / 参考文献 
古川芙紗子『姑(オモニム)は韓国人』オークラ出版、2016 年。 
徐銀河『すぐに使える! !韓国語 日常会話フレーズ集』高橋書店、2013 年。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
小テスト＋中間・期末総合試験：40%、授業参加態度：60% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
本講座の履修に際して事前に履修しなければならない科目は設けられていないが、少なくとも、韓国語の子

音、母音に関する知識を身に付けていないとならない。 

■Additional Information / 留意点 
◎雑談禁止。◎スマホ使用禁止。◎礼儀を守ること。たとえば、講師には必ず敬語を使う。挨拶をする。◎

本当に韓国語や韓国に興味のある学生が参加してほしい。◎欠席は 2 回までにする。◎遅刻 3 回で欠席 1 回

に当たる。◎救済策あり。◎座席は指定席。◎発音については 1 人ずつチェックする。◎授業は日本語で行

う（The class will be conducted in Japanese）。 
※資格、たとえば、韓国語能力試験 1 級を目指している人は、教えてください。課題を出します。 

 



【General /共通一般】 

85 

科目名：日本語初級 
Course Title：Japanese for beginners 

教員 / Instructor：山口 花英（Yamaguchi, Hanae） 
 

Division / 分野 General / 共通 (日本語) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail yamaguchi-hanae@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
日本語能力試験 N3 合格水準に達する。 
日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。 
聞く：やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞き、話の具体的な内容や人物の関係などを理解で

きるようになる。 
話す：日本人と会話をし、伝えたいことをスムーズに話すことができる。 
書く：ひらがなカタカナはもちろん、N3 レベル相当の常用漢字を書くことができる。 
知る：日本の文化について知識を深め、興味のある事柄についてまとめることができ、自分の意見を発表す

ることができる。 

■Course Description / 講義の概要 
このコースでは初級後半～中級前半文型を学習し、それらを応用し、自由に運用できるようになる力を身に

着ける。 
・ディスカッションやディベートを通して聞く力、話す力を養う。相手の言いたいことを聞き取り、臨機応

変に返す力、人前で話すために必要な話し方や姿勢を学ぶ。 
・比較的長めの日記を書かせるなどして、発表させる。発表を聞くことでリスニング力の強化を図り、また

文章作成力も身に着けさせる。 
・ビジネスコミュニケーションと題した授業も取り入れ、敬語、相手に合わせた話し方の選択などを学ぶ。 
・留学生が聞き取りにくい場面、特にファストフード店での注文時に日本語が聞き取れないという留学生が

比較的多いと感じるため、店員と客のロールプレイを通して接客日本語を学ぶ。 
・日本文化に触れる機会を多く取り入れ学ぶ。年賀状や手紙の書き方、日本で行ってみたい観光地の紹介や、

日本の伝統的な遊びを体験するなど、興味を持って知識を深めることを目的とする。 
※宿題は復習も含め幅広く毎授業出す。 

■Textbooks / 教科書 
まるごと 日本のことばと文化 初級 2 A2 かつどう（1,980 円）三修社 

■Course Readings / 指定図書 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Active Participation / 積極的な授業参加度：10% 
Class participation / 授業参加態度：10% 
Preparation / Homework / 予習・宿題：10% 
Quizzes / 小テスト：10% 
Composition / Presentation / 作文・発表：30% 
Final examination / 期末試験：30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
日本語能力試験 N3 合格程度 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：日本語中級 
Course Title：Intermediate Japanese 

教員 / Instructor：佐久間 聡子（Sakuma, Satoko）、浅井 幸子（Asai, Yukiko） 
 

Division / 分野 General / 共通 (日本語) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail sakuma@tama.ac.jp, asai-y@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
初級レベルの復習をしながら、中級レベルの文法と語彙を増やして、実際に使えることを目指す。 
自分の意見を述べたり、相手の意見を聞いて質問したりするコミュニケーション能力の向上を目指す。 
話す際の様々な表現スタイルを身につける。 

■Course Description / 講義の概要 
テキストの練習問題を解きながら、文法・語彙の意味用法を理解する。 
作文・読解・聴解を通して、学習した事柄の定着と運用をはかる。 
ロールプレイやディスカッションなどを実施し、話すことにも焦点をあてる。 
適宜、宿題を課したり、小テストを実施したりする。 

■Textbooks / 教科書 
TRY！日本語能力試験 N2 文法から伸ばす日本語（1,980 円）アスク出版 
初級が終わったら始めよう 新・にほんご敬語トレーニング（2,200 円）アスク出版 

■Course Readings / 指定図書 

 
■Reference List / 参考文献 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Active Participation / 積極的な授業参加度：10% 
Class participation / 授業参加態度：20% 
Preparation・Homework / 宿題：20% 
Class performance(Composition・Presentation, etc.) / 課題・作文等のパフォーマンス：20% 
Final examination / 期末試験: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
日本語能力試験 N3 合格程度 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：日本語上級 
Course Title：Advanced Japanese  

教員 / Instructor：佐久間 聡子（Sakuma, Satoko） 
 

Division / 分野 General / 共通 (日本語) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail sakuma@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
N1 レベルの文法・語彙の意味用法を身につけ、日本語の総合運用能力を向上させる。 
日本語でプレゼンテーション（資料作成および口頭発表）ができるようになる。 

■Course Description / 講義の概要 
テキストの練習問題を解きながら、文法・語彙の意味用法を理解し、作文等で定着と運用をはかる。 
現代の日本社会をより理解できるよう、音声・文書等のサポート資料を用いて時事問題を読み解く。 
意見交換したり、プレゼンテーションをしたりをすることで自分の意見を述べる方法を身につけていく。 
適宜、宿題を課したり、小テストを実施したりする。 

■Textbooks / 教科書 
TRY！日本語能力試験 N1 文法から伸ばす日本語（1,980 円）アスク出版 
時事問題に関する資料は授業中に指示する。 

■Course Readings / 指定図書 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Active Participation / 積極的な授業参加度：10% 
Class participation / 授業参加態度：10% 
Preparation・Homework / 予習・宿題：10% 
Quizzes / 小テスト：10% 
Projects・Presentation / プロジェクト・発表：30% 
Final examination / 期末試験：30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
日本語能力試験 N2 合格程度 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：観光Ⅰ 
Course Title：Tourism I 

教員 / Instructor：田中 孝枝（Tanaka, Takae）、李 崗（Li, Gang） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 210、213 E-mail tanaka-t@tama.ac.jp, li@tama.ac.jp 

 

■Course Goals / 到達目標 

Course objectives are: 
-To understand the basic academic discussions of tourism studies and the basic perspectives on tourism phenomenon 
-To understand the meanings of tourism studies through the current topics of tourism 
-To learn the current status and trends of tourism in Japan 
・観光学の基礎を学び、観光について考えるための基本的な視座を身につけることができる。 
・具体的事例をとおして、観光学を学ぶ意味を理解することができる。 
・日本の観光の現状を知ることができる。 

■Course Description / 講義の概要 
This course provides the basic academic discussions of tourism studies using the basic textbook,『新現代観光総論』

ch1~ch5. The course will introduce today’s topics of tourism in the world to understand the contents of the textbook 
experimentally. In addition, students will study thoroughly their local area, Fujisawa City, and inbound tourism in Japan 
to which Japanese tourism policy gives the priority. Through both individual and group activities, students can not only 
enhance their knowledge from the textbook but also use the knowledge in order to examine the current tourism 
phenomenon. 
本講義は、観光学の入門的教科書（『現代観光総論』第１章〜第５章）を用いて、観光について考える際に必

要な視座を学ぶ。教科書の内容を具体的に理解するために、世界で生じている観光現象を紹介する。また、

多摩大学グローバルスタディーズ学部の在る藤沢市や、現在日本の観光政策において重要となっているイン

バウンド観光についても重点的に取り上げる。教科書の内容を覚えるだけでなく、学んだ知識を用いて具体

的事象を捉えられるよう、個人やグループでのアクティビティを取り入れる。 

■Textbooks / 教科書 
前田勇編著『新現代観光総論-第 3 版』学文社、2019 年 

■Course Readings / 指定図書 

 
■Reference List / 参考文献 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning Attitude / 学修態度: 10%  
Project and Presentation / プロジェクト・発表: 45% 
Midterm and End-of-Term Examinations / 中間・期末試験: 45 % 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし。None. 

■Additional Information / 留意点 
・The student who missed 7 lessons of the course can not take the final examination. 
・授業を 7 コマ以上欠席した学生は、期末試験の受験資格を失うものとする。 
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科目名：観光Ⅱ 
Course Title：Tourism II 

教員 / Instructor：韓 準祐（Han Junwoo）、李 崗（Li Gang） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 206、213 E-mail han@tama.ac.jp, li@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

1. Students will explore the basic academic discussions of tourism studies. 
2. Students will be able to evaluate international tourism practices critically. 
この科目を通じて、 
1. 履修者は観光学の基礎的な学術論議を知る。 
2. 履修者は、観光実践について学術的な視座で分析することができるようになる。 

■Course Description / 講義の概要 

Tourism is a social, cultural and economic phenomenon, and the tourism industry is expected to be a leading industry in 
the world in the 21st century. In this course, students will study the basic understandings and theories of tourism studies. 
Precisely, this course will cover a wide range of themes such as economy, information, environment, local community, 
transportation and tourism business. 
観光は、社会的、文化的、経済的な現象であり、「21 世紀のリーディング産業」としても大きな期待が寄せら

れている。この科目では、履修者は観光学の基礎や主要な理論を学ぶ。具体的には、経済、情報、環境、地

域社会、交通、観光ビジネス等、幅広い項目についての知識を習得する。 

■Textbooks / 教科書 
前田勇編著『新現代観光総論 第 3 版』学文社、2019 年  

■Course Readings / 指定図書 

 
■Reference List / 参考文献 
・岡本伸之編『観光学入門―ポスト・マス・ツーリズムの観光学』有斐閣アルマ、2001 年 
・山下晋司編『観光学キーワード』有斐閣、2011 年 
・安村克己・堀野正人・遠藤英樹・寺岡伸悟編著『よくわかる観光社会学』ミネルヴァ書房、2011 年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning Attitude / 学修態度: 10％ 
In-class activities / 授業中の課題: 40％ 
Mid-term Test/ 中間試験：20％ 
Final Exam / 期末試験: 30%  

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
・Students who would like to register for this course must attend the class in Week 1. 
履修希望者は第 1 週の授業に必ず出席すること。 
・Students should behave appropriately in class and must not break any rule that is announced in Week 1. 
授業中は適切な振る舞いや行動をすること。また、第 1 週に提示される履修上のルールを厳守すること。 
・Basically, this course will be conducted in Japanese, but Students can conduct presentation in English. 
この授業は基本的に日本語で行うが、受講生は英語でプレゼンテーションを行うこともできる。 
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科目名：観光Ⅲ 
Course Title：Tourism III 

教員 / Instructor：田中 孝枝（Tanaka, Takae） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM)  Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 210 E-mail tanaka-t@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Course objectives are: 
-To understand the basic concepts of Anthropology and Sociology of tourism. 
-To learn trends of tourism and develop critical insights into the tourism phenomenon especially from the socio-cultural 
viewpoint. 
・観光人類学、観光社会学の基本的な議論を理解することができる。 
・観光現象のトレンドを知ると同時に、主に社会文化的視点からの批判的な洞察力を鍛えることができる。 

■Course Description / 講義の概要 

In this course, students will study the basic concepts of tourism anthropology and tourism sociology, mainly regarding 
media, ethnic, heritage and long-stay tourism. Nowadays tourism is one of the huge issues all over the world and 
Japanese tourism policy also gives the priority to the inbound tourism. Through the course, students learn various 
aspects of tourism phenomenon in the world from the socio-cultural viewpoint. Student interaction and participation are 
a part of this course. 
 本講義は、観光人類学および観光社会学の基本的な議論を理解し、観光現象を批判的に捉える洞察力を身

につけることを目的とする。特に、メディア、民族、遺産、ロングステイをテーマとして重点的に学ぶ。今

日、観光は世界的に巨大な社会現象となっており、日本においてもインバウンド観光の振興が重要な課題と

なっている。授業を通して、世界各地で実際に生じている観光現象が社会や文化に与える影響を多角的に捉

える訓練をする。 
 本講義はグループワークやディスカッションなど、受講生による授業参加を行いながら展開する。 

■Textbooks / 教科書 
山下晋司『観光文化学』新曜社、2007 年 

■Course Readings / 指定図書 

 
■Reference List / 参考文献 
Will be announced in class. 講義中に紹介する。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning Attitude 学修態度: 10％ 
Quiz / 小テスト: 20% 
Homework / 課題: 10% 
Presentation / 発表: 30% 
Final-report / 学期末レポート: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
Completed Tourism I or II.  観光 I、或いは IIを習得していること。  

■Additional Information / 留意点 
・The student who missed 7 lessons of the course cannot submit the final report. 
・授業を７コマ以上欠席した学生は、期末レポートの提出資格を失うものとする。 
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科目名：観光Ⅳ 
Course Title：Tourism IV 

教員 / Instructor：堂下 恵（Doshita, Megumi） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 207 E-mail doshita@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

1. Students will explore the academic discussions of tourism studies in depth. 
2. Students will be able to evaluate local and global tourism practices critically. 
3. Students will obtain the appropriate knowledge of anthropology of tourism. 
この科目を通じて、 
1. 履修者は観光学の学術論議を探究する。 
2. 履修者は、ローカルならびにグローバルな観光実践についてきちんと分析することができるようになる。 
3. 履修者は観光人類学についての適切な知識を得る。 

■Course Description / 講義の概要 

Tourism is a social, cultural and economic phenomenon. The impact of tourism on local, national and global economies 
is significant, yet the cultural and social impacts should not be underestimated. When people travel around different 
places outside their usual environment, they interact with diverse people and are involved in numerous cultural and 
social activities. A certain number of anthropologists have conducted long-term fieldwork to examine the nature of 
tourism, and today the anthropology of tourism provides a thorough explanation of tourism, as a crucial phenomenon for 
human beings. This course offers an opportunity to enhance the knowledge of tourism to the students who passed the 
course Tourism I, II. 
観光は、社会的、文化的、経済的現象である。観光が地域や国、さらには世界全体に与える経済的影響は計

り知れないが、文化的・社会的影響を軽視してはいけない。人々が生活圏を離れて移動し、見知らぬ土地を

旅行する際には、多様な人と交流し、数多くの文化的・社会的活動に関わることになる。複数の人類学者は

観光の本質を解明するために長期フィールドワークを実施しており、観光人類学は人類にとって重要な観光

の本質を解明する学問分野になっている。この科目では、観光Ⅰ・Ⅱを履修した学生がより観光についての

知識を深められる機会を提供する。 

■Textbooks / 教科書 
山下晋司編『観光文化学』新曜社、2007 年 

■Course Readings / 指定図書 
Other reading materials will be announced or provided during the semester. その他の資料は学期中に指示もしくは

配布する。 

■Reference List / 参考文献 
Other reading materials will be announced or provided during the semester. その他の資料は学期中に指示もしくは

配布する。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class participation / 平常点: 10％ 
In-class activities / 授業中の課題: 30％ 
Mid-term Examination / 中間試験: 30% 
Final-examination / 学期末試験: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
・It is better for students to obtain the credits in 'Tourism I' and ‘Tourism II’, but they do not need to have the credit of or 
registration for 'Tourism III'. 
「観光Ⅰ」「観光Ⅱ」の単位を取得している方が良いが、「観光 III」は履修していなくても大丈夫である。 
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■Additional Information / 留意点 
・Students who would like to register for this course must attend the first class in Week 1. 
履修希望者は第 1 週第 1 回目の授業に必ず出席すること。 
・Students should behave appropriately in class and must not break any rule that is announced in Week 1. 
授業中は適切な振る舞いや行動をすること。また、第 1 週に提示される履修上のルールを厳守すること。 
・This course will be conducted in English (50%) and Japanese (50%), and the two examinations will be in English and 
Japanese as well. 
この授業は英語（50％）と日本語（50％）で実施する。中間・期末試験も英語と日本語で行う。 
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科目名：Travel and Tourism Workplace English I & II  
Course Title：Travel and Tourism Workplace English I & II 

教員 / Instructor：油木田 美由紀（Yukita, Miyuki） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 各 2 
Office / 研究室  E-mail yukita@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

This course aims to acquire and develop English communication skills required in a variety of jobs in tourism-related 
industries. Students will learn and expand their vocabularies and phrases used in job situations in travel and tourism 
industries. In I, they will explore the actual situation and issues of tourism industries in Japan, and in II, those in certain 
World Heritage sites and its local area. The course can help students acquire Kanko Eiken grade 3 and 2 in I, and Sekai 
Isan Kentei grade 3 and 2 in II.  
この科目は、観光関連産業のさまざまな業種における英語コミュニケーション能力の習得と伸長を図ること

を目的とする。観光関連の仕事に従事する中で使われる語彙やフレーズの習得・伸長を図ると同時に、I では

日本の観光業の現状とその課題、II では世界遺産とその地域の観光業の現状と課題について探る。I は観光英

語検定 3 級及び 2 級、II は世界遺産検定 3 級及び 2 級取得にも役立つ。 

■Course Description / 講義の概要 

Using textbooks designed to prepare to take "Tourism English Proficiency Test" in I, and those designed to learn about 
World Heritage sites in II, classes consist of lectures, role plays, conversation exercises and presentations. A vocabulary 
quiz will be assigned at the beginning of each class to ensure the acquisition of vocabularies and basic phrases. 
I では観光英語検定取得準備用のテキスト、II では世界遺産を紹介するテキストを使う。授業は講義、ロール

プレー、会話練習、プレゼンテーションなどにより運営していく。基本的なボキャブラリーとフレーズの確

実な習得を図るために、毎授業の冒頭に小テストを行う。 

■Textbooks / 教科書 
I は「English for Tourism: Basic」観光英検センター編（三修社）、II は「CLIL World Heritage」 Sasajima, 
Nakaya, Yukita & Kosugi著（三修社）を使用する。Will use “English for Tourism: Basic” (Sanshusha) for I , and 
“CLIL World Heritage” (Sanshusha) for II. 
■Course Readings / 指定図書 

To be announced 
■Reference List / 参考文献 
観光英語検定 http://kanko.zgb.gr.jp/ UNESCO World Heritage Centre http://whc.unesco.org/ 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Participation / 参加度: 10%, Vocabulary test / 単語テスト: 10%, Presentation / 発表: 20%, Report / レポート: 20%,  
Mid-term Examination / 中間試験: 20%, and Final-examination / 学期末試験: 20% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

Those who will register II of this course are expected to have acquired the credits for I. However, those who have 
EIKEN grade 2 or equivalent English proficiency may take only II of this course. 当科目 II の履修は I の習得を前提

とするが、英検 2 級程度以上の英語力がある学生については II からの履修でも受け入れたい。 

■Additional Information / 留意点 

In II, the course will be conducted only in English. In I, Japanese will be used occasionally.  
当科目 II は英語だけで授業が行われる。I は必要に応じて日本語も使用する。  
You are required to finish certain tasks (exercises, research and presentation preparation) before attending class.   
当科目 I も II も、毎週課題（エクササイズ、リサーチ、発表準備）が出されるので、それを済ませて授業に

臨むことが必須。 
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科目名：ホスピタリティ・マネジメントⅠ  
Course Title：Hospitality Management I 

教員 / Instructor：張 陽子（Chang, Yoko） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail chang@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

The course objectives are: 
1. To prepare for Airlines and Airport companies employment 
2. To enable students to understand vocational the mind as a Japanese and global person 
3. To improve skills to express their strong point  
 (The class gives priority to airlines industry ) 
授業の目的は次の通りである： 
1. 航空・空港をはじめとしたサービス産業関連会社へ社員になる為の準備 
2. 日本人として・国際人としての自覚・理解 
3. 自己アピール能力を高める 
（航空・空港関連企業就職に重点をおいて授業を進める）   

■Course Description / 講義の概要 

S Since Tokyo will be hosting the 2020 Olympic Games, the employment rate and jobs related to the service industry 
has increased significantly over the years. In this course, we will learn the different kinds of hospitality and consider 
how to materialize into practice. To have a deeper understanding of the term hospitality, it is necessary to comprehend 
the characteristics and relevance between the airline and service industry. 
The course will consist of the following interactive approaches and activities: 
a) Discussions on related newspaper articles. 
b) Lectures using PowerPoint. 
c) Small group discussions. 
d) Submission of reports and giving feedbacks. 
By doing so, there will be a better understanding on the concept of hospitality and create and define an individual’s 
sense of hospitality.   
2020 年東京オリンピック開催に向け、航空業界をはじめとしたサービス産業への就職求人率は年々増加傾向

にある。この講義では様々な事例を見ながら「ホスピタリティー」とは何かを考え、その答えを見出して行

動に移すことを目指す。同時におもてなし、マナーへの理解を深めながらサービス産業関連会社の仕事内容

と特性について学んでいく。 
講義の流れとしては、毎週の新聞記事の紹介、パワーポイントでの講義、小グループでの意見交換、レポー

ト作成およびフィードバックを行う。ホスピタリティーの概念について考え、最終的に自ら定義できるよう

に導く。 

■Textbooks / 教科書 
無し 

■Course Readings / 指定図書 

A list of weekly readings will be given in the class 
教科書は使用せず、随時資料を配布する 

■Reference List / 参考文献 

To be advised in the class 
授業で紹介する 

■Method of Evaluation / 評価方法 
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Learning attitude / 学習態度: 40% 
Homework・Presentation / 宿題・発表: 20%    
Class argument / 討議: 10% 
Final exam / 期末テスト: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 

It is essential to attend the first class if you would like to take this course. Those who attend the class in the first week 
have priority. 
受講希望者は第 1 回の授業に必ず出席すること。第 1 回の授業に出席した学生に受講の優先権がある。 
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科目名：ホスピタリティ・マネジメントⅡ  
Course Title：Hospitality Management II 

教員 / Instructor：藤本 正俊（Fujimoto, Masatoshi） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail fujimoto@tourism.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Course objectives are: 
- To learn the basic theory of hospitality and the service marketing  
- To understand the whole of tourism business and travel agency 
- To develop the ability to problem recognition, hypothesis setting for solution and planning, presentation 
- To gain valuable job hunting experience 
・ホスピタリティ、サービス・マーケティングの基礎的な理論を学ぶ。 
・観光事業全般と旅行業について理解する。 
・実践の場を通じて、課題の発掘、仮説設定、企画立案、プレゼンテーションスキルを身につける。 
・就職活動時に役立つ「経験」をする。 

■Course Description / 講義の概要 

- To understand the tourism industry as a whole and characteristics of the business travel industry. 
- To learn the basic theory of Hospitality and service marketing 
- In fact, doing fieldwork in specific region, excavation of the issue, hypothesis setting, planning, training to make a 
presentation. 
・観光産業の全体像を把握した上で、旅行業の業務内容と特性について理解する。 
・ホスピタリティ、サービス・マーケティングの基礎的な理論を学ぶ。 
・実際に、特定エリアのフィールドワークを行って、課題の発掘、仮説設定、企画立案、プレゼンテーショ

ンまでのトレーニングを行う。 
【Supplementary Explanation】Presentation Training 
"Tourism development planning contest that student makes" In this contest, each team plans the tourism development       
of the specific region, and it announces. The judge of this contest is done by the JTB employee. 
【補足説明】プレゼンテーション実習 
「学生が作る観光まちづくりコンテスト」 
チーム毎に地域の経済を活性化する企画を作成し発表する。 

■Textbooks / 教科書 
特になし（テーマに応じて紹介します） 

■Course Readings / 指定図書 
特になし（テーマに応じて紹介します） 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Active Participation / 積極的な授業参加度: 10% 
Presentation / 発表: 20% 
Group Work / グループワーク: 30% 
Report / レポート:10% 
Planning & Presentation at the week 15th class stage / 企画発表（第 15 週）: 30% 

■Additional Information / 留意点 

Indispensable Participation of Fieldwork and competition.  
フィールドワーク及びコンテストの出席が必須。 
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科目名：ホスピタリティ・マネジメントⅣ 
Course Title：Hospitality Management IV  

教員 / Instructor：齋藤 享子（Saito, Kyoko） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM)  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail k.sai10.1998@gmail.com 
 

■Course Goals / 到達目標 
この科目は、「知識」と「経験知」双方の修得を図り、一人ひとりが「～できた」という意識を得て「自己効

力感」を高め、「自分自身とホスピタリティ産業との関係性」をポジティブに探究し今後の道筋を見つめるこ

とができるようになることを目標とする。また、それらのことを通して、本学が目指す「多摩グローバル人

材」という意識の醸成を目標とする。 
・「ホスピタリティ産業のトータルイメージ」と「基礎的な産業構造、特性」等を理解できた 
・ホテル産業、外食サービス産業の「基礎的な組織・構造、特性」等を理解できた 
・ホテル産業、外食サービス産業等に求められる「ホスピタリティ・マインド」＆「コンピテンシー/能力 

要件」が理解でき醸成できた 
・仕事で必要になる「プロジェクト」についての役割・活動要件を理解し遂行できた 
・仕事で必要になる「問題解決」について、実践を通して「問題抽出の仕方、分析の仕方、仮説設定の仕 

方、企画立案の仕方、プレゼンテーションの仕方」を理解し、経験知を得られた 
・「アクティブに学ぶ（アクティブ・ラーニング）」ということが実践できた 
・「多摩グローバル人材」としての志やグローカリティ意識を理解し持つことができた 

■Course Description / 講義の概要 
この科目は、ホスピタリティ産業全体の俯瞰イメージを持ったうえで、「ホテル産業」と「外食サービス産業」

に焦点を当て、そのキーファクターについて具体的に学ぶ。また、概論理解だけではなく「自分自身と、そ

の産業の関係」を探求していくことを重要視するため、自分自身で考え・調べ、他者と討議し、自分の思考

を具現化していく学修を実践する。そのために、グループワーク、プロジェクト学修、フィールドワーク、

考察機会等の比重を大きくとった授業運営を行う。 

■Textbooks / 教科書 
『ホスピタリティ・マネジメントⅣ 2020 年版』ＮＫＳ能力開発センター、2020 年（授業内で配布します） 

■Course Readings / 指定図書 
 特になし 

■Reference List / 参考文献 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation /平常点: 15％ 
Active Participation / 主体的授業参加度: 30％ 
Report / レポート: 30％ 
Planning & Presentation / 発表: 25％ 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
フィールドワーク及びプロジェクト学修参加が必須。 
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科目名：キリスト教の世界観  
Course Title：Christian Views on the World 

教員 / Instructor：小松 加代子（Komatsu, Kayoko） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 211 E-mail komatsu@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

- To develop the knowledge and understand key Christian beliefs 
- To understand different ways in which Christian observe and consider the significance of special days 
- To know and understand the beliefs, organization, sources of authority, worship and practices of different 
denominations 
- To consider the importance of the Bible 
・キリスト教の主要な信念を理解する 
・特別な祝祭日の意義を理解する 
・キリスト教の歴史的な展開を学ぶ 

■Course Description / 講義の概要 

This is an introductory course for understanding core beliefs of Christianity. Stories from the Bible, core beliefs, special 
days, worships will be introduced. Students are also encouraged to investigate various groups and many divisions based 
on Christianity. It is important to realize that Christianity includes a range of people, from nominal members to devout 
followers who make their beliefs the focus of their lives. Therefore, it is also important to try to avoid stereotypes and 
generalizations. 
キリスト教の基本的な思想とその世界観を学ぶ。聖書の物語、中心的な信念、特別な記念日、礼拝の方法を

学んだあと、キリスト教のさまざまな歴史的展開、および思想的展開に目を向け、カトリック、プロテスタ

ント、新しいキリスト教グループなど、キリスト教の中の多様な世界観に触れることを目指す。キリスト教

の信者個人は、キリスト教に名目上所属しているだけの人から、生活の中心にその信念がある人まで、さま

ざまな人がいることに注意払うことが重要である。単純なステレオタイプ化や一般化を避けるためにも、十

分な知識を養いたい。 

■Textbooks / 教科書 

Kolka, Diane (2011). Christianity: Religions to Inspire. Hodder Education.  
必ず授業に持ってくること。 

■Course Readings / 指定図書 
特になし 

■Reference List / 参考文献 
『世界最大の宗教 キリスト教』 (別冊宝島 2176)。『よくわかるキリスト教』土井かおる著、PHP 研究所。『図

解 世界一わかりやすい キリスト教』富増章成著。『聖書物語』(偕成社文庫 3033) 山室 静 (著)など。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation / 平常点: 10% 
Assignment / 小テスト: 30%  
Mid-term test / 中間試験: 30% 
End-term test / 学期末試験: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
 
■Additional Information / 留意点 
授業は日本語で行う。 
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科目名：アジアの宗教 
Course Title：Religions in Asia 

教員 / Instructor：小松 加代子（Komatsu, Kayoko） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM)  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 211 E-mail komatsu@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

- To develop the knowledge and understand key beliefs of different religions in Asia; Shintoism, Buddhism, Taoism, 
Hinduism, Sikhism, Islam, Judaism, Christianity 
- To know and understand the beliefs, organization, sources of authority, worship and practices of each religions 
- To consider the importance of the religions in various areas and countries in Asia 
アジア地域で信仰されている諸宗教（神道、仏教、道教、イスラム、ヒンドゥー教、シーク教など）の基本

的な教えや歴史などの知識をそれぞれ身につける。 
アジア諸国の、地域ごとあるいは国ごとの宗教の様態を知り、その重要性を考察する。 

■Course Description / 講義の概要 

The boundaries of Asia are traditionally determined as that of Eurasia which is not Europe. Most of the major religions 
originated in Asia and they are still worshipped in Asia now. In this course, the students will learn major beliefs, history 
of the major religions which are seen in Asia now in the first half part, using the articles in BBC archives. In the second 
half of the course, the students will learn the religious dynamics in various areas and countries in Asia. The students are 
supposed to choose one area and search for the religious lives in that area and make a report in the class. 
アジアを広義にとらえれば、ユーラシア大陸のほとんどを指すことになる。世界の中の信者数の多い宗教の

ほとんどがアジアを起源とし、その多くの宗教が今も信仰されているのを見ることができる。この授業では、

主な宗教の基礎知識を学び、それぞれの宗教がどのように広まり、どのように変化していったのかを考える。

前半は宗教の基本的な知識を学ぶために、BBC Archive から、Shintoism, Buddhism, Taoism, Hinduism, Sikhism, 
Islam の基本的な概念や儀式などについて英語で読みながら、確認していく。後半は、現代を中心に、アジア

の地域ごとに担当を決め、その地域または国の宗教を調べる。 

■Textbooks / 教科書 
BBC：Religions 
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/ 
■Course Readings / 指定図書 

 
■Reference List / 参考文献 
井上順孝『９０分でわかる！ビジネスマンのための「世界の宗教」超入門』東洋経済新報社、2013 年 
池上彰『池上彰の世界の宗教が面白いほどわかる本』中経出版、2013 年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation / 平常点: 10% 
Assignment / 小テスト: 40%  
Presentation / 発表: 20% 
End-term test / 学期末試験: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
「日本の宗教」を履修していることが望ましい。 

■Additional Information / 留意点 
授業は日本語で行います。英語の文献を多く読みます。 

 

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/


【Elective / 選択】 

100 

科目名：日本の宗教 
Course Title：Religions in Japan 

教員 / Instructor：小松 加代子（Komatsu, Kayoko） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring  
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 211 E-mail komatsu@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

- To understand the major religious traditions in Japan 
- To consider Japanese concepts of worship 
- To visit some temples and shrines in the local area and experience religious rituals 
- To consider whether the general world view exists and describe what it is 
・日本における主要な宗教的伝統を理解する 
・日本人の祈りの概念を考える 
・藤沢周辺の寺院や神社を訪れ、その宗教的な体験をする 
・日本的な世界観というものがあるのか考察し、説明できるようになる 

■Course Description / 講義の概要 

We will learn how Japanese people understand the religious dimensions of our cultural identity. We will pay attention to 
the ways in which religious ideas, values, and practices are integrated into the common forms of Japanese culture and 
make out what religion means in Japan.  
In this course, the students will be asked to read the textbook which was written by an American researcher about 
Japanese religion who tried to show that many religious traditions in Japan lead to one sacred way. The students are also 
asked to make research into Japanese religious traditions in deep. 
This course will offer the time to visit the temples and shrines in Fujisawa area and to experience some of the religious 
activities we usually see as Japanese. 
日本人が日本の宗教的次元をどのように理解してきているのかについて、日本の文化の中に取り込まれた宗

教思想、宗教的価値、宗教的実践などに注意を払いながら、その意味を考える。 
授業では、創唱宗教とは異なる日本宗教の世界観について資料を読む。学生は日本の様々な生き方について、

具体的な内容を深く調べながら、検証することが要求される。 
また、授業内で藤沢近辺の寺や神社を訪問することや、宗教的実践を体験することを含む。 

■Textbooks / 教科書 

To be announced. 
■Course Readings / 指定図書 
『図解雑学 宗教』ナツメ社。 
阿満利磨『日本人はなぜ無宗教なのか』ちくま新書、1996 年。 
Ama, Toshimaro (2004). Why Are the Japanese Non-riligious? University Press of America. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation / 平常点: 10% 
Assignment (Quiz) / 課題: 50% 
Report or End-term Exam / レポートまたは期末試験: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
 
■Additional Information / 留意点 
学外での活動のための交通費などがかかることを了解していること。調査やグループディスカッションに積

極的に参加すること。 
授業は日本語で行う。 
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科目名：質的調査方法論 
Course Title：Qualitative Research Methods 

教員 / Instructor：堂下 恵（Doshita, Megumi） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 207 E-mail doshita@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

1. Students will understand research methods such as questionnaire and interview. 
2. Students will be able to plan and conduct their own research projects by using different research methods. 
3. Students will be able to analyse qualitative data. 
1. 履修学生はアンケートやインタビューといった調査手法が理解できる。 
2. 履修学生は、異なる調査手法を活用して、自分自身の調査を計画し実施することができるようになる。 
3. 履修学生は、質的データを分析することができるようになる。 

■Course Description / 講義の概要 

In this course, major research methods, such as questionnaire and interview, will be explained. Qualitative research 
methods are important and effective when we would like to understand complicated human activities which cannot be 
expressed statistically. In this course, students are asked to attend a series of seminars to obtain basic knowledge of 
research methods, and to conduct their own questionnaire survey and interview. 
この授業では、アンケートやインタビューなどの主要な調査手法について、幅広く学ぶ。質的調査手法は人々

の多様な言動を理解するのに効果的であり重要である。この科目では、学生は講義を聞いて調査手法を理解

し、その上で、習得した調査手法を用いて実際にアンケートやインタビューをおこなう。 

■Textbooks / 教科書 
None なし 

■Course Readings / 指定図書 
佐藤郁哉『フィールドワーク 書を持って街へ出よう』新曜社、1992 年 
日本文化人類学会監修『フィールドワーカーズ・ハンドブック』世界思想社、2011 年 
Emerson R. M. et al. (1995) Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Class participation / 平常点: 10% 
Assignments for questionnaire (questionnaire and essay) / アンケートに関する課題・レポート: 35% 
Assignments for interview (interview plan, transcripts and essay) / インタビューに関する課題・レポート: 35% 
Assignments for focus group (planning, conducting and essay)/ フォーカスグループに関する課題・レポート: 20% 

■Additional Information / 留意点 
・Students who would like to register for this course must attend the first class in Week 1. 
履修希望者は第 1 週第 1 回目の授業に必ず出席すること。 
・Students should behave appropriately in class and must not break any rule that is announced in Week 1. 
授業中は適切な振る舞いや行動をすること。また、第 1 週に提示される履修上のルールを厳守すること。 
・The course is conducted in Japanese (70%) and English (30%), but all students should conduct a questionnaire survey 
in English. 
この科目は日本語（70％）と英語（30％）で実施する。ただし、アンケートの課題は全員英語で実施する。 
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科目名：日本人と他者  
Course Title：Japanese and Others 

教員 / Instructor：杉下 かおり（Sugishita, Kaori） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 307 E-mail kaori@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Learn about past and present relationships between Japanese and other peoples so as to envisage a better future for all. 
過去および現在における日本人と他者との関係について学び、皆にとってより良い未来を構想して下さい。 

■Course Description / 講義の概要 

We always define ourselves in relation to ‘other’ peoples, societies and cultures. This course looks at the relationship 
between the people who define themselves as ‘Japanese’ and their various ‘others’. We firstly trace back the history of 
Japan as a nation in order to see how the Japanese have defined themselves and interacted with other peoples in the 
world. Secondly, we explore contemporary issues relating to foreigners and minorities in Japan, with a special interest in 
Asian, African and South American peoples. 
The class meets weekly for two consecutive periods; a bilingual lecture is followed by a seminar centred on in-class 
reading of English materials. For a successful completion of the course, students are required to submit a weekly 
reaction paper, to give a twenty-minute presentation, and to sit for a final, written exam. The students may use either 
English or Japanese in completing the coursework and the final exam. Those who fail to attend the lecture or the 
seminar six times or more will be disqualified from taking the exam. 
私達は常に「他の」人々と文化、社会との関連で私達自身を定義します。本コースでは、自らを「日本人」

と定義する人々と、彼らにとっての「他者」との関係について考察します。まず、国家としての日本の歴史

を学び、日本人が自分達をどのように定義し、世界の他の人々とどのように関わって来たのかを探ります。

次に、アジア人やアフリカ人、南アメリカ人等、現代日本に居住する外国人やマイノリティについて学び、

彼らに関わる問題について考察します。 
本コースは講義とセミナーによって進行します。バイリンガル講義に引き続き、英文読解を中心としたセミ

ナー形式の授業を行います。成績評価は、論述式の期末試験の他、週毎のリアクション・ペーパーや、２０

分程度のプレゼンテーションによって行います。これらのコースワークと期末試験に用いる言語は、英語か

日本語を選択できます。講義かセミナーを６回以上欠席した場合は、期末試験の受験を認めません。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

  
■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning Attitude / 学修態度: 10% 
Presentation / 発表: 20% 
Reaction Paper / リアクション・ペーパー: 20% 
Final Exam / 学期末試験: 50% 

■Additional Information / 留意点 

There will be no seminar in the first week; an introductory lecture will be given in the second period as well. Students 
wishing to take this course MUST attend either the first or the second session. 
第 1 週目はセミナーを行いません。同じ内容の導入講義を 2 回行います。本コースの履修を希望する者は、1
限目か 2 限目の講義に必ず出席して下さい。 
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科目名：消費主義の比較文化論  
Course Title：Consumption in Cross-cultural Perspective 

教員 / Instructor：太田 哲（Ota, Satoshi） 
 
Division / 分野 Elective / 選択 (HM / GB) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 306 E-mail ota@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
The goals of this course are: / 本講座の目的は： 
1. to introduce students to key theories, themes and issues in the study of consumption and consumerism 
2. to examine these themes with reference to both historical and contemporary case studies in different countries.  
3. to explore not only the economic, but the social, cultural and historical dimensions of consumption and consumerism 
in society 
1. 消費と消費主義の主な理論、テーマ、事項について、その概論を学ぶ 
2. 歴史的および世界における現代のケーススタディーを用いて、これらのテーマを検証する 
3. 消費と消費主義に関して、経済のみならず社会・文化・歴史的側面を考察する 

■Course Description / 講義の概要 

Consumption and consumerism are not only a means of obtaining necessary goods and services, but also an important 
form of leisure and an activity through which people establish individual and social identities and define their lifestyles 
via association with particular products and brands. In this course, we examine consumption and consumerism as 
culturally constructed practices, which reflect social norms, values and behavior. The course provides an overview of 
important approaches to understanding and theorizing consumption, grounded in case studies of consumption and 
consumer behavior in different societies. Topics covered include gifts, commodities, branding, consumption and identity 
and the relationship between consumption and social markers such as class, gender and generation. 
消費と消費主義とは、単に必要な物やサービスを購入するだけでなく、特定の商品やブランドによって、個

人・社会的アイデンティティーを確立し、生活様式を決定付ける重要な娯楽または活動である。本コースで

は、社会規範、価値、行動に反映する、文化的に作られた行為として消費と消費主義を検討する。またこれ

と並行して、様々な社会における消費と消費者の行動に関するケーススタディーを用いて、消費の理解と理

論化への重要なアプローチを概観する。講義では、ギフト、商品、ブランド、消費とアイデンティティー、

消費および階級・性別・世代などの社会的要素の関係を取り上げる。 

■Course Readings / 指定図書 

- Baudrillard, Jean (2001). 'Consumer Society' in M. Poster (ed.). Jean Baudrillard: Selected Writings (2nd ed.). 
Stanford University press.  
- De Certeau, Michel (1984). The Practice of Everyday Life. University of California Press. Read Chapter 3 '"Making 
Do": Use and Tactics'  
- Munshi, Shoeb (2008). 'Yeh Dil Maange More…Television and Consumer Choices in a Global City' in C. Jaffrelot and 
P. van der Veer (eds.). Patterns of Middle Class Consumption in India and China. Sage 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Presentation / 発表: 20%, Essay / エッセー: 30% , Written Exam / 筆記試験: 40%,  
Other / その他: 10% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
This course does not require prerequisite courses. /本講座の履修に際して事前に履修しなければならい科目は設け

ていない。 

■Additional Information / 留意点 

The class will be conducted in English, but there is no minimum requirement of TOEIC score.  
授業は英語で行う。TOEIC のスコアの要求はないが、英語文献を多く読むので英語力を必要とする。 
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科目名：消費社会と日本の大衆文化 
Course Title：Japanese Society through Its Pop Culture 

教員 / Instructor：太田 哲（Ota, Satoshi） 
 
Division / 分野 Elective / 選択 (HM / GB) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 306 E-mail ota@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
The goals of this course are: / 本講座の目的は： 
1. To examine Japanese society and contemporary Japan through the lens of its popular culture, leisure and 
entertainment 
2. To provide a survey of the historical development, contemporary status and social, cultural and economic dimensions 
of important forms of popular culture, leisure and entertainment in Japan 
3. To explore the complex relationships between production and consumption of popular culture in Japanese society, 
with reference to specific case studies 
4. To consider how social parameters such as gender, class and generation, contemporary issues such the environment or 
the role of technology in society and wider themes such as Japan's relationship to modernization and tradition are 
expressed and mediated through its popular culture 
1. 大衆文化、娯楽、エンターテイメントの視点から、日本社会と現代日本を検証する 
2. 日本の大衆文化、娯楽、エンターテイメントに関して、その歴史的発展、現状、社会・文化・経済的側面

を考察する。 
3. 個々のケース・スタディを参照し、日本社会における大衆文化の生成と消費という複雑な関係を検討する 
4. 性別、階級、世代などの社会的要素、環境や社会におけるテクノロジーの役割など現代の問題、近代化と

伝統の葛藤というテーマが、大衆文化を通じてどのように表現、伝達されているか検討する 

■Course Description / 講義の概要 

This course provides an examination of contemporary Japan through a survey of its popular culture, past and present. 
Drawing from music, film, television, comics, animation, fashion and popular trends and focusing on Japanese youth - 
the principle consumers of popular culture - the course examines how popular cultural forms reflect issues related to 
gender, the generation gap, class, and the tension between modernization and tradition, with thematic focuses placed on 
"culture in everyday life", "culture in the era of mass-production and through mass-media", and "popular culture and 
globalization". 本コースは、過去から現在における日本の大衆文化を検証し、現代日本を考察することを目的

とする。音楽、映画、テレビ、コミック、アニメ、ファッション、最新のトレンドなどを題材に、大衆文化

の主要な消費者である日本の若者にスポットを当てる。また、「日常の中の文化」「マスプロダクションの時

代の文化、マスメディアが作る文化」「大衆文化とグローバリゼーション」のテーマに沿って、大衆文化の形

態が、性別、ジェネレーションギャップ、階級、近代化と伝統の葛藤などに、どのような影響を及ぼすかを

概観する。 

■Course Readings / 指定図書 

- Storey, John (1997). An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture (2nd ed.). Prentice Hall. Read Chapter 1  
- Martinez, Dolores P. (1998). Gender, Shifting Boundaries and Global Cultures In D.P. Martinez (ed.). The Worlds of 
Japanese Popular Culture. Cambridge University Press 
■Reference List / 参考文献 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Presentation / 発表: 20%、Essay / エッセー: 30%、Written Exam /筆記試験: 40%、   Other / その他: 10% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
This course does not require prerequisite courses. /本講座の履修に際して事前に履修しなければならい科目は設け
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ていない。 

■Additional Information / 留意点 

The class will be conducted in English, but there is no minimum requirement of TOEIC score. 
授業は英語で行うが TOEIC のスコアーは特に要求しない。ただし、英語文献を多く読むので英語力は必要と

する。 
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科目名：仕事と若者論  
Course Title：Japanese Work Environment and Young People 

教員 / Instructor：太田 哲（Ota, Satoshi） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 306 E-mail ota@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
1. 現在の日本における若者の就労状態を理解する。 
2. 日本の社会構造を理論的に分析し、現在起こっている様々な事象に対し理解する力を養う。 
3. 労働環境の変化が日本においてどのように語られてきたかを時系列的に理解する。 
4. 女性の労働環境の変化を理解し、それに伴う女性の生き方の変化について目を向ける。 
5. 日本における労働者階級の若者に目を向け、社会階層と趣向の関係についての意識を高める。 

■Course Description / 講義の概要 
本コースは日本の若者が働くということに対しどう向き合っていくか受講者一人一人が考察し、今後の学生

生活や進路について考えていく。それにあたって、日本の産業構造、労働環境、経済状況などを理解する。

アカデミックな文献や日本の様々な産業について成された研究を参照し、現代の日本経済、雇用システム、

労働関係の発展を概観する。具体的には、日本企業における雇用、訓練、職務の異動、キャリア開発の状況、

およびセクターと企業規模の相違に着目し、生涯雇用の仕組みと問題点について考察する。その他、人間関

係、人間関係力学、性別による役割の違いなど、職場のシステムと構造について検討する。集合/分散仮説や

「文化」と「経済」の関係など、広範囲な理論的事項について、変わりつつある日本の経済構造と日本経済

を鑑み検討していく。本コースはマクロ的な現状把握のみならず、受講者一人一人の生活経験と照らし合わ

せながら、現在日本で起こっている現象が自分にどのように影響しているのかを考え、それにあたって今後

の進路を考える上での参考となることを目指したい。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

- Jordan, Ann T. (2010) The Importance of Business Anthropology: Its Unique Contribution. International Journal of 
Business Anthropology Vol. 1 (1).  
- Retrieved from  http://docshare01.docshare.tips/files/31016/310161436.pdf  
- 西谷敏『人権としてのディーセント・ワーク：はたらきがいのある人間らしい仕事』旬報社、第 1 章「働く

ことの意味」、2011 年 
- 中根千枝『タテ社会の人間関係：単一社会の理論』講談社、1967 年 
- 土居健郎『「甘え」の構造』弘文堂、1971 年  

■Method of Evaluation / 評価方法 
Presentation / 発表: 40% 
Essay / エッセー: 20% 
Written Exam / 筆記試験: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
本講座の履修に際して事前に履修しなければならい科目は設けていない。 

■Additional Information / 留意点 
授業は日本語で行うが、シラバスにある本以外に授業中に適宜本を紹介し、課題図書として読んでもらう。

読んだ本の内容をグループで発表してもらうことが多くなると思われるので、授業外での学習や他の学生と

のグループワークなどが発生するので学生は留意しておくこと。出席に関しては初回の授業からカウントし、

多摩大学の規定に準ずる。 
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科目名：癒しの文化論 
Course Title：Healing and Culture  

教員 / Instructor：韓 準祐（Han, Junwoo） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 206 E-mail han@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

After taking this course, student should be able to: 
1. Be familiar with concepts of healing and culture. 
2. Explain the origin of term such as hospitality and settai. 
3. Achieve an understanding of healing and culture, especially actors and practices in tourism.  
この科目を通じて、 
1. 癒しと文化の概念を理解する。 
2. ホスピタリティや接待の語源を説明できる。 
3. 観光の場において、癒しの文化にかかわる主体とその実践を理解する。 

■Course Description / 講義の概要 

This course is designed to introduce a concept of healing and culture in the context of tourism. In this course, students 
will study about a space-time of healing with various topics and cases such as religion, world heritage, gender, resorts, 
hot springs, shopping mall and participant of Honolulu marathon.  
本科目では、「癒しの文化」という概念を観光の文脈から紹介する。受講生は、リゾート、温泉観光地、世界

遺産、ジェンダー、ショッピングモール、バックパッカーとハワイ・ホノルルマラソン参加者の実践を含む

多様なトピックおよび事例を通して、癒しの時空間について学習する。 

■Textbooks / 教科書 
Handouts 授業で配布する資料を利用する。 

■Course Readings / 指定図書 

 
■Reference List / 参考文献 

・アンドルー・ワイル著上野圭一訳『人はなぜ治るのか』日本教文社、1984 年 
Andrew T. Weil M.D. (2004). Health and Healing: The Philosophy of Integrative Medicine and Optimum Health 
(Revised Ed.). Mariner Books. 

・山中弘編『宗教とツーリズム―聖なるものの変容と持続』世界思想社、2012 年 
・山下晋司編『観光学キーワード』有斐閣、2011 年 
・安村克己・堀野正人・遠藤英樹・寺岡伸悟編著『よくわかる観光社会学』ミネルヴァ書房、2011 年 
・内田順文「軽井沢における「高級避暑地・別荘地」のイメージの定着について」地理学評論 62（9）、1989、

495-512 頁。 
・前田一馬「ローカルなタウン情報誌による避暑地「軽井沢」の表象 : 高原誌『軽井沢ヴィネット』の分析

をもとに」立命館地理学（26）、2014、19-34 頁。 
・麻生将「函館におけるツーリズムと大火との関係についての予備的考察―ダークにならないツーリズム」

立命館大学人文科学研究所 106、2015、71-100 頁。 
・須藤廣「「観光化」に対する湯布院住民の解釈フレーム分析」北九州市立大学北九州産業社会研究所 47、2006、

63-72 頁。 
・藤井紘司「観光まちづくりをめぐる地域の内発性と外部アクター―竹富公民館の選択と大規模リゾート」

観光学評論 6(1)、2018、3-17 頁。 
・社会工学研究会サービスエンターテインメント班「ショッピングモールから見る消費文化」インターゼミ

最終論文、2018、197-317 頁。 
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・進藤幸代「イメージの再生産：「アロハスピリッツ」を実践する観光客」観光研究 22（2）、2011、61-70 頁。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Attitude and Assignment/ 授業参加度と課題: 50% 
Mid-term Test/ 中間試験: 20％ 
Final Exam / 期末試験: 30%  

■Additional Information / 留意点 
・Students who would like to register for this course must attend the class in Week 1. 
履修希望者は第 1 週の授業に必ず出席すること。 
・Students should behave appropriately in class and must not break any rule that is announced in Week 1. 
授業中は適切な振る舞いや行動をすること。また、第 1 週に提示される履修上のルールを厳守すること。 
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科目名：地球社会と日本 
Course Title：Global Community and Japan 

教員 / Instructor：堂下 恵（Doshita, Megumi） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM)  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 207 E-mail doshita@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

1. Students will study the basic understandings of globalisation 
2. Students can understand diverse forms of Japanese cultures spreading to the world 
3. Students will be able to evaluate the power of Japanese culture in the context of international politics, economy and 
society. 
履修者はこの授業を通して、 
1. グローバリゼーションの意義を学ぶ。 
2. 日本文化が現代社会においてどのように表象されているのか理解できる。 
3. 国際政治、経済、社会における日本文化の有するパワーを分析することができる。 

■Course Description / 講義の概要 

In this course, students study the nature of globalisation and the power of Japanese culture. Specifically, the basic 
theories and understandings of globalisation will be offered, and several case studies concerning Japanese culture in the 
world are examined in depth. Through this course, students will have an opportunity to examine the way Japanese 
cultures are interpreted, shared, consumed and conserved in the world. 
この科目では、グローバリゼーションの意義と日本の文化が持つ力について学ぶ。具体的には、グローバリ

ゼーションについての理論や解釈について学び、その後、複数の日本の文化が世界に広がっている事例を深

く学ぶ。この科目を通じて、履修者は国内外において日本の文化がどのような形で語られ、共有され、消費

され、そして保護されているかを考える。 

■Textbooks / 教科書 

 

■Course Readings / 指定図書 

Martinez, Dolores P. (Ed.). (1998). The worlds of Japanese Popular Culture. Cambridge University Press. 
■Reference List / 参考文献 
Other reading materials will be announced during the semester. その他の資料は学期中に指定する。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class participation / 平常点: 10% 
In-class activities / 授業中の課題: 20% 
Presentations/ プレゼンテーション: 30% 
Mid-term Examination / 中間試験: 20% 
Final-examination / 学期末試験: 20% 

■Additional Information / 留意点 
・Students who would like to register for this course must attend the class in Week 1. 
履修希望者は第 1 週の授業に必ず出席すること。 
・Students should behave appropriately in class and must not break any rule that is announced in Week 1. 
授業中は適切な振る舞いや行動をすること。また、第 1 週に提示される履修上のルールを厳守すること。 
・This course will be conducted in English (40%) and Japanese (60%). 
この授業は英語（40％）と日本語（60％）で実施する。 
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科目名：地球社会とアジアⅠ 
Course Title：Global Community and Asia I  

教員 / Instructor：田中 孝枝（Tanaka, Takae） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 210 E-mail tanaka-t@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Course objectives are:  
- To understand human mobility in East Asia (except for North and South Korea) from the viewpoint of Cultural 
Anthropology and Sociology 
- To learn the base argument on globalization and culture of Cultural Anthropology and Sociology 
- To learn current topics of human mobility in East Asia (except for North and South Korea) 
- 東アジア（韓国、北朝鮮を除く）における人の移動を、文化人類学・社会学の観点から理解する。 
- グローバリゼーションと文化に関わる文化人類学・社会学の基礎的な議論を知る。 
- 東アジア（韓国、北朝鮮を除く）において生じている人の移動をめぐる現代的事象について知る。 

■Course Description / 講義の概要 

This course studies human mobility and cultural dynamism in East Asia, except for North and South Korea. Countries 
and Areas that will be covered include Japan, China, Taiwan, Hong Kong, Macau. The course will explore some of 
today's topics of human mobility such as local identity, migration and Chinese cultures in East Asia. We will discuss 
about the theme of post-colonialism, ethnicity, nationalism, and identity. Students will be recommended to take the 
examination for the “中国百科検定.” 
Student interaction and participation are a part of this course. This will help to develop skills for discussion and 
presentation.  
 本講義は、韓国、北朝鮮を除く、東アジアにおける人の移動と文化の動態に焦点を当てる。対象国は、日本、

中国、香港、マカオ、台湾を中心とする東アジアの諸地域である。講義では、各地域の歴史と地域アイデンテ

ィティの成り立ち、移住労働・移民、中華圏の文化という３つのテーマに関わる具体的トピックを紹介し、議

論する。その中ではポストコロニアリズム、エスニシティ、ナショナリズム、アイデンティティなどがテーマ

となる。受講者には「中国百科検定」の受験を推奨する。 
 本講義はグループワークやディスカッションなど、受講生による授業参加を行いながら展開する。具体的な

事例や自分の身近な問題・経験を通して現代社会の事象を捉えることで、自分の言葉で自分の考えを表現する

力を高めることができる。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 
アルジュン・アパデュライ『さまよえる近代―グローバル化の文化研究』平凡社、2004 年 
Jonathan Xavier Inda and Renato Rosaldo (2007). The Anthropology of Globalization. Wiley. 
『現代日本をめぐる国際移動（アジア遊学 104）』勉誠出版、2007 年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning Attitude / 学修態度: 10%、Presentation / 発表: 30%、Quiz / 小テスト: 30%  
Final report / 期末レポート: 30% 

■Additional Information / 留意点 
2009 - 2013 年度生は、「地球社会と東アジア」(ID)または「地球社会とアジア I」(HM)のどちらか選ぶことがで

きるので、注意して履修登録すること。 
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科目名：地球社会とアジアⅡ 
Course Title：Global Community and Asia II 

教員 / Instructor：韓 準祐（Han Junwoo） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM)  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 206 E-mail han@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

After taking this course, student should be able to: 
1. Figure out socio-cultural characteristics of Korea. 
2. Explore the academic discussions of tourism studies. 
3. Explain similarity and difference of tourism phenomenon in Korean and Japan.  
この科目を通じて、 
1. 韓国の社会・文化的特徴を知る。 
2. 観光研究の基礎的理論を理解し応用できる。 
3. 日本と韓国における観光現象を比較しながら、共通点と相違点を説明できる。 

■Course Description / 講義の概要 

This course is designed to introduce socio-cultural characteristics of Korea and tourism phenomenon in Korea and 
Japan. Precisely, this course will cover themes and topics such as tourism and culture policy, image and representation, 
dark tourism, Korean tourists' interest of gourmet in Japan, Hanryu in Japan, Korean town and practice of backpacker. 
本科目では、韓国の社会・文化に関する基礎的知識と韓国と日本における観光現象を紹介する。具体的には、

韓国の観光および文化政策、イメージと表象、ダークツーリズム、日本を訪れる韓国人観光客の食への関心、

韓流、コリアンタウン、バックパッカーの実践等、多様なテーマ及びトピックを取りあげる。 

■Textbooks / 教科書 
Handouts 授業で配布する資料を利用する。 

■Course Readings / 指定図書 

  
■Reference List / 参考文献 
・遠藤英樹・堀野正人編著『観光社会学のアクチュアリティ』晃洋書房、2010 年 
・金成玟・岡本亮輔・周倩編『東アジア観光学―まなざし・場所・集団』亜紀書房、2017 年 
・文京洙『韓国現代史』（岩波新書）岩波書店、2005 年 
・奥野昌宏・中江桂子編『メディアと文化の日韓関係―相互理解の深化のために』新曜社、2016 年 
・轟博志「韓国におけるタルトンネの価値転換と観光資源化―ダークツーリズム「第三の波」立命館大学人

文科学研究所紀要 102、2013、3-35 頁。 
・Richard Sharpley and Philip R.Stone, The Darker Side of Travel: the theory and practice of dark tourism, Channel 

View Publications, 2009 
・鈴木涼太郎「韓国人観光客の「B 級グルメ」への関心：訪日外国人旅行者の受け入れ環境整備をめぐって」

相模女子大学文化研究 29/30、2012、39-60 頁。 
・南宮智娜「韓国と中国の旅行ガイドブックにみる東京の観光名所の出現頻度と空間分析」地理学評論 90(4)、

2017、348-362 頁。 
・大野哲也「危険」を消費する―日本人バックパッカーが旅で経験するスリルの文化・社会的意味」コンタ

クト・ゾーン 5、2012、173-193 頁。 
・大野哲也「バックパッカーたちのメディア―バックパッキングとその社会的機能の変容」遠藤英樹・寺岡

伸悟・堀野正人編『観光メディア論』、ナカニシヤ出版、2014、63-80 頁。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Attitude and Assignment / 授業参加度と課題: 50% 
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Mid-term Test / 中間試験: 20% 
Final Exam / 期末試験: 30%  

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
・Students who would like to register for this course must attend the class in Week 1. 
履修希望者は第 1 週の授業に必ず出席すること。 
・Students should behave appropriately in class and must not break any rule that is announced in Week 1. 
授業中は適切な振る舞いや行動をすること。また、第 1 週に提示される履修上のルールを厳守すること。 
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科目名：地球社会とアジアⅢ 
Course Title：Global Community and Asia III 

教員 / Instructor：太田 哲（Ota, Satoshi） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM)  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 306 E-mail ota@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
The goals of this course are: / 本講座の目的は： 
1. to explore the general knowledge of south Asian countries / 南アジアの国々の概要について知識を深める 
2. to examine tourism in south Asia / 南アジアの国々の観光事情について見識を深める 
3. to study the history of south Asia / 南アジアの歴史について概要を知る 
4. to understand the religion of south Asia / 南アジアにおけるヒンズー教やイスラム教などについて理解する 
5. to explore the social issue of south Asia, such as poverty and caste system. /貧困やカースト制度など南アジアにお

ける社会問題について知る。 

■Course Description / 講義の概要 
This course will explore south Asian countries especially India. India is attracting attention because of its economic 
growth, and mass consumption society is growing among emerging middle class youths. The purpose of this course is to 
familiarize students with south Asian region by studying its culture, society, religion, history, economy, and politics. The 
course also covers tourism of its region, and looks at not only tourist spots but also the views of people of this region on 
the tourism. The class will consist of lecture and seminar style learning. Students are expected to participate the class 
actively, and to read books and journals as much as possible. 本講義は南アジア、特にインドを中心とした地域につ

いて学んでいく。インドは昨今経済成長が著しく、世界的にも注目されている国であり、中間層の伸びと共

に若者を中心とした消費社会も着実に成長している。本講義はそのようなインドを中心とした南アジアの

国々の社会や文化、歴史、宗教などを学ぶことによって、その地域が少しでも馴染みがあるようになってく

れればと考えている。また、本講義では現地での観光についても学び、その地域の魅力のみならずその地域

に人々が観光についてどのように考え、取り組んでいくかにつても学んでいく。本講座は講義形式の授業も

行われるが、学生が主体となって文献を読むなど調査をし、発表を行うので、学生は主体的に学習すること

が望まれる。 
■Textbooks / 教科書 
No specific text book is required, but reading materials will be provided in the class. / 特になし。しかしながら課題図

書等は必要に応じて適宜授業中に配られる。 

■Course Readings / 指定図書 
日本語が読める学生に対し: 田中雅一、田辺明生（編）『南アジア社会を学ぶ人のために』世界思想社、2010
年 

■Reference List / 参考文献 

Fernandes, Leela (2007). India’s New Middle Class: Democratic Politics in an Era of Economic Reform. New Delhi: 
Oxford University Press. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Presentation / 発表: 20%, Essay / エッセー: 30% , Written Exam /筆記試験: 40%,  Other / その他: 10% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
This course does not require prerequisite courses. 本講座の履修に際して事前に履修しなければならい科目は設け

ていない。 

■Additional Information / 留意点 

The class will be conducted basically in English, but there is no minimum requirement of TOEIC score.  
授業は基本的に英語で行う。TOEIC のスコアの要求はないが、英語文献を多く読むので英語力を必要とする。  
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科目名：地球社会とアフリカＩ 
Course Title：Global Community and Africa I  

教員 / Instructor：杉下 かおり（Sugishita, Kaori） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM / ID) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 307 E-mail kaori@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Learn about the historical relationship between Africa and the global community so as to gain critical insights into the 
present world. 地球社会とアフリカの歴史的な関係について学び、現代世界に対する批判的な洞察力を得て下

さい。 

■Course Description / 講義の概要 

While Africa has nurtured diverse peoples, cultures and societies, this barely features in the history of humanity as 
long as we recount it from a dominant, West-centred perspective. As a counterbalance to such a tendency, this course 
looks at Africa as the locus of world history, with its relations to the global community, including Japan, taken into full 
account. As we trace the rich, often sad history of this continent from its ancient past to the postcolonial present, we aim 
to challenge the unfair stereotype of Africa as 'nature', as opposed to 'civilization', wherein humanity remains 'primitive'.  
 The class meets weekly for two consecutive periods; a bilingual lecture is followed by a seminar centred on in-class 
reading of English materials. For a successful completion of the course, students are required to submit a weekly 
reaction paper, to give a twenty-minute presentation, and to sit for a final, written exam. The students may use either 
English or Japanese in completing the coursework and the final exam. Those who fail to attend the lecture or the 
seminar six times or more will be disqualified from taking the exam.  
 アフリカ大陸は実に多様な人々と文化、社会を育んできました。しかし、私達の多くは西洋を世界の中心

と見なす傾向にあるため、人類の歴史を語る上でアフリカに注目することは殆どありません。本コースでは、

逆に、アフリカと地球社会（日本を含む）との結びつきを最大限に考慮し、世界史が展開する場としてアフ

リカを捉えます。古代から植民地時代を経て現代に至るまで、時に悲しくも豊かなその歴史を学ぶことによ

り、「文明」とかけ離れた「自然」あるいは「未開の地」といった、アフリカに関する不当な固定観念からの

脱却を図ります。 
 本コースは講義とセミナーによって進行します。バイリンガル講義に引き続き、英文読解を中心としたセ

ミナー形式の授業を行います。成績評価は、論述式の期末試験の他、週毎のリアクション・ペーパーや、２

０分程度のプレゼンテーションによって行います。これらのコースワークと期末試験に用いる言語は、英語

か日本語を選択できます。講義かセミナーを６回以上欠席した場合は、期末試験の受験を認めません。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

Collins, Robert O. & Burns, James M. (2007), A History of Sub-Saharan Africa, Cambridge University Press  
■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning Attitude / 学修態度: 10% 
Presentation / 発表: 20% 
Reaction Paper / リアクション・ペーパー: 20% 
Final Exam / 学期末試験: 50% 

■Additional Information / 留意点 

There will be no seminar in the first week; an introductory lecture will be given in the second period as well. Students 
wishing to take this course MUST attend either the first or the second session.   第 1 週目はセミナーを行いませ

ん。同じ内容の導入講義を 2 回行います。本コースの履修を希望する者は、1 限目か 2 限目の講義に必ず出席

して下さい。 
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科目名：地球社会とアフリカⅡ 
Course Title：Global Community and Africa II  

教員 / Instructor：杉下 かおり（Sugishita, Kaori） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM / ID) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 307 E-mail kaori@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Learn lessons for humanity (especially Japanese) from the history of the Republic of South Africa. 
南アフリカ共和国の歴史から、人類（とりわけ日本人）のための教訓を学んで下さい。 

■Course Description / 講義の概要 

While Africa has nurtured diverse peoples, cultures and societies, this barely features in the history of humanity as 
long as we recount it from a dominant, West-centred perspective. As a counterbalance to such a tendency, this course 
looks at Africa as the locus of history-in-the-making, with a special reference to the Republic of South Africa. We will 
trace its turbulent past from the first contact between Africans and Europeans to the end of a policy of racial segregation 
called apartheid. We will also explore some aspects of contemporary South Africa in the midst of post-apartheid 
reconstruction. 
 The class meets weekly for two consecutive periods; a bilingual lecture is followed by a seminar centred on in-class 
reading of English materials. For a successful completion of the course, students are required to submit a weekly 
reaction paper, to give a twenty-minute presentation, and to sit for a final, written exam. The students may use either 
English or Japanese in completing the coursework and the final exam. Those who fail to attend the lecture or the 
seminar six times or more will be disqualified from taking the exam. 

アフリカ大陸は実に多様な人々と文化、社会を育んできました。しかし、私達の多くは西洋を世界の中心

と見なす傾向にあるため、人類の歴史を語る上でアフリカに注目することは殆どありません。本コースでは、

逆に、歴史が刻々と生成する場としてアフリカ大陸を捉え、特に南アフリカ共和国について詳しく学びます。

アフリカ人とヨーロッパ人の出会いからアパルトヘイト（人種隔離政策）の廃止に至るまで、同国の激動の

歴史を振り返ると共に、再構築が進む現代南アフリカ社会の諸相を探訪します。 
 本コースは講義とセミナーによって進行します。バイリンガル講義に引き続き、英文読解を中心としたセ

ミナー形式の授業を行います。成績評価は、論述式の期末試験の他、週毎のリアクション・ペーパーや、２

０分程度のプレゼンテーションによって行います。これらのコースワークと期末試験に用いる言語は、英語

か日本語を選択できます。講義かセミナーを６回以上欠席した場合は、期末試験の受験を認めません。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

Thompson, Leonard (2000), A History of South Africa (3rd. ed.), Yale University Press 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning Attitude / 学修態度: 10% 
Presentation / 発表: 20% 
Reaction Paper / リアクション・ペーパー: 20% 
Final Exam / 学期末試験: 50% 

■Additional Information / 留意点 

There will be no seminar in the first week; an introductory lecture will be given in the second period as well. Students 
wishing to take this course MUST attend either the first or the second session.    
第 1 週目はセミナーを行いません。同じ内容の導入講義を 2 回行います。本コースの履修を希望する者は、1
限目か 2 限目の講義に必ず出席して下さい。 
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科目名：地球社会とアメリカ 
Course Title：Global Community and America 

教員 / Instructor：三吉 美加（Miyoshi, Mika） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM / ID) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail miyoshi@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

1 .To be familiar with the history of the Americas   
2. To understand the cultural and historical background of the dynamic migration in the Americas 
3. To learn about Latino communities in the USA and the Caribbean.  
4. To improve communication skills 
1. アメリカ大陸の歴史を理解する。 
2. アメリカ大陸における移住とその歴史的、文化的背景を理解する。 
3. 米国やカリブ海におけるラティーノのコミュニティについて学ぶ。 
4. コミュニケーショ力を向上する。 

■Course Description / 講義の概要 

The US society can be regarded as a miniature model for the global community in the 21st century, exerting its immense 
influence over other societies around the globe. In exploring the many contradictions of this society, we will focus on 
the coexistence of Latino and Caribbean immigrants from different cultural backgrounds (Mexican, Puerto Rican, 
Salvadoran, Cuban, Dominican, etc.), fully considering their conflicts. Films and literature will be central in our 
investigations. 
米国社会は２１世紀の地球社会の縮図であり、しかも地球上の多くの国々に影響を与えている。この講義で

は、アメリカ社会の様々な矛盾を検証し、異なる文化背景を持つラティーノと呼ばれる人たち（メキシコ系、

プエルトリコ系、サルバドル系、キューバ系、ドミニカ系など）が葛藤しながらも共生へと向かう様をとら

える。  

■Textbooks / 教科書 
三吉美加『米国のラティーノ』大学教育出版、2014 年 

■Course Readings / 指定図書 
特になし。  

■Reference List / 参考文献 
The booklist will be given in class. 講義中に紹介する。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Quizzes / 授業内テスト 3 回: 70％       
Essay Writing / 課外学習後のレポート:10％ 
Class Participation / 積極的発言、コメントペーパー、グループワーク内でのリーダーシップなど: 10％ 
Presentation / 発表: 10％    

■Additional Information / 留意点 
授業で使用するレジメや資料はほとんど英語を使用する。グループワークを取り入れ、わかりやすく書く、

話すなどのコミュニケーション技術も高めていきます。課外学習が 1 回あります。他の学生の学習意欲を損

ねる態度（寝ている、携帯を触っている、私語など）が確認された時は欠席とします。座席は指定する。 
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科目名：地球社会とヨーロッパⅠ 
Course Title：Global Community and Europe I 

教員 / Instructor：木村 真（Kimura, Makoto） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM)  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail kimura-m@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

1. To be familiar with modern and contemporary history of Europe 
2. To understand historical background of the diversity of Europe 
3. To acquire knowledge of relations between the Global community and Europe 
1. 近現代のヨーロッパの歴史を理解すること。 
2. ヨーロッパ地域の多様性を歴史的視点から理解すること。 
3. 地球社会とヨーロッパの諸関係についての知見を獲得、豊かにすること。 

■Course Description / 講義の概要 

Europe has played an important role in shaping the world in which we now live. In this course, we trace back the history 
of Europe and its relationship with the global community especially in the modern and contemporary era. 
The class meets weekly for two consecutive periods; a lecture is followed by a seminar centred on in-class reading of 
materials and preparing for presentations. For a successful completion of the course, students are required to submit a 
weekly reaction paper, to give a twenty-minute presentation, and to sit for a final, written exam. Those who fail to attend 
the lecture or the seminar six times or more will be disqualified from taking the exam.  
ヨーロッパは、わたしたちが現在住んでいる世界を形作る上で重要な役割を果たしてきた。本コースでは、

主に近現代のヨーロッパの歴史を振り返りつつ、ヨーロッパと地球社会の関係について学ぶ。 
本コースは講義とセミナーによって進行する。講義に引き続き、文献講読と研究発表を中心としたセミナー

形式の授業を行う。成績評価は、論述式の期末試験の他、週毎のリアクション・ペーパーや、２０分程度の

研究発表によって行う。講義かセミナーを６回以上欠席した場合は、期末試験の受験を認めない。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

 
■Reference List / 参考文献 

The booklists will be given in classes. 
文献リストは授業において紹介する。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation (Reaction Paper) / 授業内活動（リアクション・ペーパー）: 30% 
Presentation / 研究発表: 30% 
Final Exam / 授業内期末試験: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：地球社会とヨーロッパⅡ 
Course Title：Global Community and Europe II 

教員 / Instructor：木村 真（Kimura, Makoto） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail kimura-m@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

1. To be familiar with a history of integration of Europe 
2. To understand historical background of the diversity of Europe 
3. To acquire knowledge of relations between the Global community and Europe 
1. ヨーロッパ統合の歴史を理解すること。 
2. ヨーロッパ地域の多様性を歴史的視点から理解すること。 
3. 地球社会とヨーロッパの諸関係についての知見を獲得、豊かにすること。 

■Course Description / 講義の概要 

Europe has played an important role in shaping the world in which we now live. In this course, we trace back the history 
of Europe and its relationship with the global community from the nineteenth century, paying special attention to the 
issues related to the integration of European countries under the European Union, taking account of its impact on the 
world. 
The class meets weekly for two consecutive periods; a lecture is followed by a seminar centred on in-class reading of 
materials and preparing for presentations. For a successful completion of the course, students are required to submit a 
weekly reaction paper, to give a twenty-minute presentation, and to sit for a final, written exam. Those who fail to attend 
the lecture or the seminar six times or more will be disqualified from taking the exam.  
ヨーロッパは、わたしたちが現在住んでいる世界を形作る上で重要な役割を果たしてきた。本コースでは、

１９世紀以降のヨーロッパの歴史やヨーロッパと地球社会の関係について振り返り、とくにヨーロッパ諸国

の欧州連合への統合に関連する諸問題について、それが世界に与えた影響を考慮しながら学ぶ。 
本コースは講義とセミナーによって進行する。講義に引き続き、文献読解と研究発表を中心としたセミナー

形式の授業を行う。成績評価は、論述式の期末試験の他、週毎のリアクション・ペーパーや、２０分程度の

研究発表によって行う。講義かセミナーを６回以上欠席した場合は、期末試験の受験を認めない。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

 
■Reference List / 参考文献 

The booklists will be given in classes. 
文献リストは授業において紹介する。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation (Reaction Paper) 授業内活動（リアクション・ペーパー）/ 30% 
Presentation 研究発表/ 30% 
Final Exam 授業内期末試験 / 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：美術論 
Course Title：Theory of Arts 

教員 / Instructor：深松 亮太（Fukamatsu, Ryota） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM)  Semester / 開講学期 Summer Intensive  
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail fukamatu@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

-To know Image studies.  
-To understand relationship between image and history. 
-To understand social influence of image.  
-To understand different cultures through art and image. 
・イメージ研究について知る。               ・イメージと歴史の関係について理解する。 
・イメージの社会的影響力について理解する。 ・美術とイメージを通じて異なる文化について理解する。 

■Course Description / 講義の概要 

This is an introductory course on Image Studies. The course will focus on relationship between Image and History, the 
difference between fine arts and caricature and social influence of image. The course will lecture on theory of art history 
and interpretation of image. Then, we will explore specific topics of image and arts. We will discuss about topics 
(nationalism, propaganda, racism and xenophobia) through image studies. “Presentation on public art” is imposed on 
students for assignment.  
イメージ研究の入門編である。特にイメージと歴史との関係、風刺画と純粋芸術の違い、イメージの社会的

影響力をテーマとする。講義では、美術史の理論、イメージ解釈の方法について学び、その後、具体的なイ

メージと美術に関わるトピックについて探求していく。ここでは、ナショナリズム、プロパガンダ、人種主

義、外国人嫌いなどのトピックに関してイメージ研究を通じて議論していく。本講義では、公共芸術に関す

るプレゼンテーションが課題として課される。 

■Textbooks / 教科書 
指定しない。 

■Course Readings / 指定図書 
若桑みどり『イメージの歴史』(ちくま学芸文庫、2012 年); アギュロン・モーリス『フランス共和国の肖像』

(ミネルヴァ書房、1989 年); キーン・サム『敵の顔―憎悪と戦争の心理学』(柏書房、1994 年); 橋本順光『世

紀転換期の世界―万国風刺画大全―』(エディション・シナプス、2015 年); 清水一嘉『挿絵画家の時代―ヴィ

クトリア朝の出版文化―』(大修館書店、2001 年)． 

■Reference List / 参考文献 
Will be announced in class. 講義内に紹介する。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
授業中に課すプレゼンテーション 20%、中間試験 30%、期末試験 40%、リアクション・ペーパー10%の割合

で評価する。 
Students will be evaluated according to presentation (20%),Mid-term Exam (30%), Final Exam (40%) and reaction 
paper (10%). 
■Prerequisite / 事前履修科目等 
なし。  
■Additional Information / 留意点 
なし。 
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科目名：コミュニケーション  
Course Title：Communication  

教員 / Instructor：萩原 浩一（Hagiwara, Hirokazu） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail hagiwara@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

To help students understand and learn the issues below and acquire 'enhanced powers of expression', and then learn to 
give appealing presentations.  
- Self-expression---how to express himself/herself 
- The power of speech represents the lifestyle 
- The words of speech can appeal to listeners 
- Respect is the basics of communication 
- Communication with which people feel happy 
- People can foster rich humanity by way of communication 
この講義の目的は、 
・自己表現力、自分をどのように表現できるか。 
・話す力は、人間の生き方（人生）をあらわしている。 
・話し手の言葉は、聴き手の心に訴える。 
・人への敬意が、コミュニケーションの基本。 
・それぞれが幸福を感じるコミュニケーション。 
・コミュニケーションを通じ、人間性を磨くことができる。 
・日本のことに興味をもつ。 
・正しい日本語能力を高める。 
などを学び、理解し、「鍛えられた表現力」を身につけ、魅力的なプレゼンテーションができることを目指す。 

■Course Description / 講義の概要 

In our current global society, sophisticated communication skills are needed today more than ever. It is important to 
build a good and positive human relation in order to enhance communication ability. This course will provide an 
introduction of communication and then explore it with an emphasis on practice and in-class performance. It also aims 
to enhance students' communication ability in Japanese language. 
This course will focus on lectures by communication professionals such as radio DJs, TV DJs, and Events MCs. 
グローバル社会の現代ほど、コミュニケーションの技術が求められている時代はない。コミュニケーション

力を高めるために大切なことは、質の高い素晴らしい人間関係を築いていくことである。コミュニケーショ

ンの基礎から発展し、実技・実践を伴いながら進めていく。併せて、日本語の表現力を高める。 
・ラジオ番組のＤＪ＆パーソナリティー、テレビ番組のキャスター＆ナビゲーター、イベントなどのＭＣか

ら学ぶコミュニケーション講座。 

■Textbooks / 教科書 
櫻井弘『人を巻き込むコミュニケーション技術～その気にさせる仕事のさばき方』日本経済新聞社、2018 年 

■Course Readings / 指定図書 

 
■Reference List / 参考文献 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 
主体的（積極的）授業参加度５０％、小テスト２０％、定期レポート３０％ 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
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■Additional Information / 留意点 

This course will be conducted in Japanese. 
本科目の講義は日本語で行う。 
アナログ形式の授業で行う。 
・どんな理由でも、プレエントリーをしていないと履修できません。 
・初日の２限と３限の両方の授業の出席しないと履修できない。 
・履修者は４５名までとする。（授業時間内に全員にスピーチの時間が取れないため。） 
・欠席は原則としてしないのが当たり前ですが、３日まで可能ではなく、３０回の授業の内、【３回まで】と

します。 
・遅刻は、欠席扱いになる。 
・私語は厳禁。（まわりの学生に迷惑をかけないこと。） 
・居眠りする学生は退室させます。 
・授業中、スマホ、携帯電話の使用禁止、バックの中にしまうこと。（これ守れないと不合格） 
・試験は行いません。授業でのスピーチの点数、小レポート（毎回予定）と大レポートを３回提出と、ゲス

ト講師（２回予定）の感想文を提出、全部提出しないと不合格。 
・教科書は必ず購入のこと。毎回持参。購入無い場合は、不合格。 
・テレビ番組、ラジオ番組、新聞、雑誌などの内容・詳細については、その都度指示する。 
・約束事を守る。 
・ゲスト講師の特別講義も予定。 
・授業中の退室は禁止。（体調不良の場合のみ許可制） 
・礼儀マナーを守ること。 
・筆記用具、ノートを必ず用意してください。 
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科目名：通訳概論 
Course Title：Introduction to Interpretation 

教員 / Instructor：小松原 宏子（Komatsubara, Hiroko） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM)  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail komatsubara@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

1. Introduction to interpretation. 
2. Develop the skills to speaking and listening 
3. Develop the skills to translate English accurately and effectively in natural Japanese.  
1.「通訳」の基本概念を理解する。 
2. 英語の聴き取り能力とスピーキング能力を向上させる。 
3. 通訳技術の養成。 

■Course Description / 講義の概要 

This course is designed to advance the students’ English language skills, especially listening comprehension and 
translation, through learning and practicing the basic methods of interpreting.  The main focus will be on developing 
listening comprehension and the skills to select the important information and take accurate and effective notes for 
interpreting. Through intensive practice in various verbal dialogues and voice training, the students will improve their 
listening skills and comprehension. 
本講座は、通訳の基礎技能の学習と練習を通して生徒たちの英語の語学力、特に聴解力と伝達能力の向上を

目的に構成されています。さまざまな素材による聴き取り練習と発音練習によって、特に重要なヒアリング

と英語の理解力の向上を目指します。 

■Textbooks / 教科書 
特になし 

■Course Readings / 指定図書 
配布なし 

■Reference List / 参考文献 
NHK テキスト「高校生からはじめる現代英語」2020 年 9 月号～2021 年 1 月号 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Participation in the class: attend class and take part in translation with the goal of the course in mind / 授業参加: 20% 
Practice of interpretation / 中間テストおよび通訳の練習(毎週の授業態度と課題実践): 50% 
Final Examination / 期末テスト: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
- This course will be mainly conducted in Japanese. 
・この授業は主として日本語で行うが、英検３級以上の英語力が望ましい。 
-No tablets linked the Internet will be allowed. 
・授業中はインターネットに繋がっているすべての端末の使用を禁止します。  
使用の場合は単位をさしあげられません。 
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科目名：翻訳概論 
Course Title：Introduction to Translation 

教員 / Instructor：小松原 宏子（Komatsubara, Hiroko） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM)  Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail komatsubara@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

1. Learn the fundamental means and methods of translation. 
2. Develop the skills to identify the essence of what is written. 
3. Develop the skills to translate English accurately and effectively in natural Japanese.  
1. 基本的な翻訳技術と翻訳方法を習得する。 
2. 行間のニュアンスも含めて英語の読解力を深め、内容のエッセンスを特定できる技術を養成する。 
3. 英語を自然な日本語文に翻訳する技術の養成。 

■Course Description / 講義の概要 

This course is designed to develop the students' ability to understand English and identify the essence of what is written 
and translate that into a clear and well-written Japanese. The focus will be on translating accurately as well as 
understanding and identifying what the original writer intended and wanted to convey and translate that into each 
student's style. We will cover various texts and study the various styles of translating. There will be homework 
assignments or workshop to improve the skill of translation. 
この講座は、英語の読解力を深め、書かれている内容のエッセンスを認識し、優れた日本語文に翻訳する技

術を習得することを目的とします。正確に翻訳することと共に、原作者の意図と伝えたかったことを理解し、

認識し、それを各自のスタイルで翻訳することにも重点を置く。さまざまな英語の原文を用いて課題や実践

練習を行い、翻訳技術向上を目指す。 

■Textbooks / 教科書 
Kaguya  （Hiroko Komatsubara・Ginny Shiung / 三恵社） 

■Course Readings / 指定図書 
配布なし 

■Reference List / 参考文献 
特になし 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Participation in the class: attend class and take part in translation with the goal of the course in mind / 授業参加: 20% 
Practice of weekly translation / 平常点(毎週の翻訳課題および授業態度): 20% 
Mid-term Translation Assignment / 翻訳課題提出物および中間テスト: 30% 
Final Translation Assignment / 期末試験: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
- This course will be mainly conducted in Japanese. 
・この授業は日本語および英検 3 級程度の英語を使って行う。 
-No tablets linked the Internet will be allowed. 
・授業中はインターネットに繋がっているすべての端末の使用を禁止します。  
 使用の場合は単位をさしあげられません。 
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科目名：認知心理学 
Course Title：Cognitive Psychology 

教員 / Instructor：テレンス ジョイス（Joyce, Terence） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 209 E-mail terry@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Highlight the integrated nature of human cognition. Understanding basic questions in the area of knowledge acquisition, 
by studying key elements, such as the processes of perception and attention. Understanding basic questions in the area 
of knowledge retention, by studying the processes of memory and the role of language. Understanding basic questions in 
the area of knowledge application, by studying the utilization of knowledge in problem-solving and creativity, and 
decision-making and reasoning. 
Of the academic objectives of SGS's diploma policy, this course is particularly related to the objectives of (1) knowledge 
and understanding and (2) critical thinking and judgment. 
人間の認知の統合性を強調する。注意と知覚の過程などの重要な構成要素を学習し、情報獲得に関する基礎

問題を理解する。記憶の過程と言語の役割などの重要な構成要素を学習し、情報保持に関する基礎問題を理

解する。問題決定、創造、思考決定と推論などの重要な構成要素を学習し、情報応用に関する基礎問題を理

解する。 
本学のディプロマポリシーに関しては、このコースは、特に(1)知識と理解及び(2)思考と判断に関連している。 

■Course Description / 講義の概要 

Cognitive psychology is all about trying to understand the processes that enable us to know about ourselves and the 
world around us. The principle components of human cognition include perception, encoding, remembering, 
comprehension, thinking, reasoning, problem-solving, and creativity. This cognitive psychology course reflects the 
highly interdisciplinary nature of cognitive science, drawing on experimental psychology, computer science, and 
neuroscience. 
認知心理学は、人間が自分と世界に関する情報を得る過程を理解しようとする学問である。人間の認知の構

成要素は、知覚、符号化、記憶、理解、思考、推論、問題解決と創造などである。この「認知心理学」コー

スでは、実験心理学、コンピューター科学、認知神経科学などからの洞察を紹介しながら、認知科学の学際

的な特徴を反映させる。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 
Course materials are provided via the Sakai system. 教材の全ては、「サカイ」というシステムで提供する。 

■Reference List / 参考文献 

Ashcraft, Mark H H. (2006). Cognition. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 
Reisberg, D. (2005). Cognition: Exploring the science of the mind, (3nd edition). New York: W. W. Norton. 
Sternberg, R. J. (2006) Cognitive psychology, (6 edition). Wadsworth Publishing. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Active participation (key concept reviews, discussion) / 主体的な授業参加: 10% 
Weekly assignments (read materials and do weekly assignment on Sakai) / 教材を読んだ上で週ごとの課題: 20% 
Reports (write two reports that appropriately answer assigned questions) / レポート: 30% 
Final examination (multiple-choice format examination of course material) / 学期末試験: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

Introduction to Psychology Core Course is a prerequisite for this course.  Moreover, because the course is conducted in 
English, students with TOEIC scores below 350 may find it challenging. 「心理学入門」というコア・コースを履修
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済みであること。さらに、この講義は英語で行われる。TOEIC が 350 点以下の学生にとっては、本講義は難

しいことが予想されるので留意すること。 
■Additional Information / 留意点 
 



【Elective / 選択】 

126 

科目名：言語心理学 
Course Title：Psycholinguistics 

教員 / Instructor：テレンス ジョイス（Joyce, Terence） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 209 E-mail terry@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Develop an appreciation for the amazing complexity and power of human language. Understand the mental processes 
involved in language acquisition, by studying phonological, syntactic and semantic development and reflecting on the 
critical period hypothesis. Understand the mental processes involved in language usage, by studying language 
comprehension and production. Understand models of the mental lexicon, which seek to account for the organization of 
words within the mental dictionary. Understand the relationship between language and thinking, by studying issues in 
linguistic relativism. 
Of the academic objectives of SGS's diploma policy, this course is particularly related to the objectives of (1) knowledge 
and understanding and (2) critical thinking and judgment. 
言語の複雑さと効能を知る。音韻、意味、統語の発達過程を学習することにより、言語獲得には臨界期があ

るか否かを検討し、言語獲得に関わる心的過程を理解する。言語理解（聴解・読書の処理）と言語産出の過

程を学習し、言語使用に関わる心的過程を理解する。単語が頭の中の辞書（心的語彙）でどのように整理さ

れているかという問題を説明しようとする心的語彙のモデルを理解する。使用している言語が、自分の考え

方に影響を及ぼしているか否かを検討し、言語と思考の関係を理解する。 
本学のディプロマポリシーに関しては、このコースは、特に(1)知識と理解及び(2)思考と判断に関連している。 

■Course Description / 講義の概要 

Language is unquestionably a defining feature of the human species. Language is the incredibly powerful symbol 
system that makes it possible for us to think and, more importantly, to communicate our ideas to other people. 
Psycholinguistics is concerned with comprehending the amazing complexity and power of human language, by 
understanding the mental processes involved in acquiring and using language. This psycholinguistics course draws on 
research findings, such as insights from priming experimentation, connectionism and neural imaging techniques. 
言語は、疑う余地なく人間の特徴である。言語は、思考とコミュニケーションを支える、きわめて有効な記

号システムである。心理言語学は、言語の獲得と使用に伴う心的な過程を検討することによって、言語の複

雑さと効能とを理解しようとする学問である。この「言語心理学」コースでは、プライミング方法を使用す

る実験、コネクショニスト・モデル、神経科学などからの最新の研究成果を紹介する。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 
Course materials are provided via the Sakai system. 教材の全ては、「サカイ」というシステムで提供する。 

■Reference List / 参考文献 

Carroll, D. W. (2004). Psychology of language, (4th edition). Belmont, CA: Thomson, Wadsworth. 
Harley, T. (2001). The psychology of language: From data to theory (2nd edition). Hove, UK: Psychology Press. 
Harley, T. (2010). Harley, T. (2001). The psychology of language: From data to theory (2nd edition). Hove, UK: 
Psycholology Press.. Hove, UK: Psycholology Press. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Active participation (key concept reviews, discussion) / 主体的な授業参加: 10% 
Weekly assignments (read materials and do weekly assignment on Sakai) / 教材を読んだ上で週ごとの課題: 20% 
Reports (write two reports that appropriately answer assigned questions) / レポート: 30% 
Final examination (multiple-choice format examination of course material) / 学期末試験: 40% 
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■Prerequisite / 事前履修科目等 

Introduction to Psychology Core Course is a prerequisite for this course.  Moreover, because the course is conducted in 
English, students with TOEIC scores below 350 may find it challenging. 「心理学入門」というコア・コースを履修

済みであること。さらに、この講義が英語で行われているので、TOEIC が 350 点以下の学生にとっては、本

講義は難しいことが予想されるので留意すること。 
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科目名：ホスピタリティ・マネジメント特別講義Ⅰ（観光地域の管理と運営） 
Course Title：Special Lectures for Hospitality Management I 

教員 / Instructor：李 崗（Li, Gang） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring  
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 213 E-mail li@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
本講義は、日本における観光地域づくりの現状や観光地域の管理と運営をめぐる基本的視点を理解し、観光

地域の諸課題を解決するための基礎的手法を身に付けることを目標とする。 

■Course Description / 講義の概要 
本講義では、国内外の観光地域づくりの取り組み事例を紹介しながら、観光地域の管理と運営をめぐる諸視

点について学習し、グループワークを通して理解を深める。少子高齢化、インバウンドの急増、情報化の進

展など、地域をめぐる環境が急激に変化する現在、地域にとっての観光の意義や、可能性および観光課題の

具体的な解決方法について一緒に考えていく。 

■Textbooks / 教科書 
授業内容に合わせて適宜配布する。 

■Course Readings / 指定図書 
特に指定しない。 

■Reference List / 参考文献 
・西村幸夫編著『観光まちづくり－まち自慢からはじまる地域マネジメント』学芸出版社、2009 年 
・公益財団法人日本交通公社編著:『観光地経営の視点と実践 第 2 版』丸善出版、2019 年 
・UNWTO. 2007. A Practical Guide to Tourism Destination Management. 
・日本観光庁の日本版 DMO 関連ページ：http://www.mlit.go.jp/kankocho/ 

■Method of Evaluation / 評価方法 
授業への取組み態度：10％ 
グループワークへの参加度：20% 
授業内での発表：40％ 
期末レポート：30％ 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
観光関連の基礎科目の事前履修をお勧めする。 

■Additional Information / 留意点 
・グループワークを多く取り入れる講義内容構成のため、グループへの貢献度が評価対象となり、授業への積

極的な参加が求められる。 
・第 1 週に提示される履修上のルールを厳守すること。 
・遅刻や欠席については多摩大学のルールに則り、厳しく対処する。 
・2019 年度に『ホスピタリティ・マネジメント特別講義Ⅳ（観光地域の管理と運営）』を履修した学生は履修

できない。 
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科目名：ホスピタリティ・マネジメント特別講義Ⅲ（接客・おもてなし英語） 
Course Title：Special Lectures for Hospitality Management III  

教員 / Instructor：堂下 恵（Doshita, Megumi） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 207 E-mail doshita@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
１．おもてなし英語を学び、観光・サービス業での基礎的な外国人対応ができるようになる 
２．おもてなし英語を学ぶことを通じて、基礎的な英単語を習得する 
３．おもてなし英語を学ぶことを通じて、基礎的な英文法を習得する 
1. Students learn English expressions in the hospitality industry and will be able to deal with foreign customers. 
2. Students use a number of basic English words through learning English expressions in the hospitality industry. 
3. Students master basic English grammar through learning English expressions in the hospitality industry. 
■Course Description / 講義の概要 
2020 年の東京オリンピックに向けて、訪日外国人が増えている。学生は本科目を履修することによって、外

国人へのおもてなしを想定した英語を学び、観光・サービス業での基本的な接客ができるよう準備する。ま

た、接客英語を通して、基礎的な英単語と英文法の習得をする。具体的には、グループワークやロールプレ

イングをおこなって、学生自ら英語を活用して英語力の向上を目指す。 
Japan has received a number of overseas visitors, partly because of 2020 Tokyo Olympics and Paralympics. Students 
who register for this course will learn English expressions in the hospitality industry and will be able to deal with 
foreign customers in the tourism and hospitality industries. In addition, through learning English expressions in the 
hospitality industry, students will use basic English words and master basic English grammar. In this course, students 
will be required to contribute to group work and role playing activities in order for them to use and improve their 
English knowledge. 
■Textbooks / 教科書 
デイビット・セイン『接客英語 基本の『き』』南雲堂 

■Course Readings / 指定図書 
柴山かつの『すぐに使える接客英会話大特訓』J リサーチ出版 
『キクタン接客英会話【販売編】』アルク 
『キクタン接客英会話【宿泊編】』アルク 
『キクタン接客英会話【飲食編】』アルク 

■Reference List / 参考文献 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Class participation / 平常点: 10% 
Vocabulary tests / 単語テスト: 20% 
Demonstrations / 英語での接客実演: 50% 
Final-examination / 学期末試験: 20% 

■Additional Information / 留意点 
ホスピタリティ・マネジメントコースを専攻する TOEIC450 点以下の学生をターゲットとする予定である。 
遅刻や欠席については多摩大学のルールに則りつつ、厳しく対処する。 

 



【Elective / 選択】 

130 

科目名：ホスピタリティ・マネジメント特別講義Ⅴ（世界遺産検定 3級対策講座） 
Course Title：Special Lectures for Hospitality Management V 

教員 / Instructor：根本 潤子（Nemoto, Junko） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM)   Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail sekaken@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

・世界遺産を学ぶ事で「地球上の多様な価値観」を理解し、環境保全や国際平和の重要性を認識する。 
・第 40 回/第 42 回世界遺産検定（2020 年 7 月/12 月開催）での 3 級資格取得を目指す。（別途申込要） 

■Course Description / 講義の概要 

世界遺産検定３級の対策講座です。世界の有名な遺産 100 件と日本の遺産全 23 件(2020 年 4 月現在)の中から、

テキストとスライド画像を用いて講義を進めていきます。古代遺跡やヨーロッパの建築、大自然の絶景や神

話にまつわる地域など、世界旅行をしているような気分を味わいながら、資格取得のためのポイントをおさ

えて各回を進めていきます。 

■Textbooks / 教科書 

きほんを学ぶ世界遺産 100＜第 2 版＞ 世界遺産検定３級公式テキスト 

■Course Readings / 指定図書 

なし 

■Reference List / 参考文献 

くわしく学ぶ世界遺産 300＜第 3 版＞ 世界遺産検定２級公式テキスト 

■Method of Evaluation / 評価方法 

授業内の模試（前期 13 週目/後期 11 週目の直前テスト）：40％ 
毎回提出の小テスト：30％ 
平常点：30％ 
世界遺産検定受検で 5％、合格者にはさらに 10％を別途加点する。 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

特になし 

■Additional Information / 留意点 

世界遺産検定 3 級（団体受検料金 4400 円）の申込方法は別途、授業内で案内します。 
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科目名：ホスピタリティ・マネジメント特別講義Ⅵ（世界遺産検定 2級対策講座） 
Course Title：Special Lectures for Hospitality Management VI 

教員 / Instructor：根本 潤子（Nemoto, Junko） 
 
Division / 分野 Elective / 選択 (HM)    Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail sekaken@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
・世界遺産を学ぶ事で「地球上の多様な価値観」を理解し、環境保全や国際平和の重要性を認識する。 
・第 40 回世界遺産検定（2020 年 7 月開催）での２級資格取得を目指す。（別途申込必須） 

■Course Description / 講義の概要 
世界遺産検定２級の対策講座です。世界の有名な遺産 300 件と日本の遺産全 23 件(2020 年 4 月現在)の中から、

テキストとスライド画像を用いて講義を進めていきます。古代遺跡やヨーロッパの建築、大自然の絶景や神

話にまつわる地域など、世界旅行をしているような気分を味わいながら、資格取得のためのポイントをおさ

えて各回を進めていきます。 

■Textbooks / 教科書 
くわしく学ぶ世界遺産 300＜第 3 版＞ 世界遺産検定２級公式テキスト 

■Course Readings / 指定図書 
なし 

■Reference List / 参考文献 
なし 

■Method of Evaluation / 評価方法 
授業内の模試（13 週目の直前テスト）：40％ 
毎回提出の小テスト：30％ 
検定試験：30％ 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
なし 

■Additional Information / 留意点 
世界遺産検定 2 級（団体受検料金 5500 円）の申込方法は別途、授業内で案内します。 
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科目名：英語学Ⅰ 
Course Title：English Linguistics I 

教員 / Instructor：山田 大介（Yamada, Daisuke） 
 
Division / 分野 Elective / 選択 (IS) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 104 E-mail yamada-d@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

From phonetics and phonological aspects, students are going to understand how to pronounce English consonants and 
vowels correctly, and to understand phonological phenomena such as linking, elision and assimilation, by adding 
training sessions hold on the second classes. Also, from the historical and social aspects of English, they learn its 
historical transition and its international status as a lingua franca as well. This course is also designed for obtaining 
English teacher's certificates at schools in Japan. まずは音声学・音韻論を進める。子音・母音の発音を理解し、

音の連結・脱落・同化といった音韻現象の理解を深めていくことを目標とする。1 時間目の講義後に２時間目

でトレーニングを行い、さらに理解を深める。後半では音声学・音韻論の知識を利用しながら、英語史や社

会言語学的側面から英語学の諸領域を理解することが目的となる。本科目は教職免許状（英語）取得のため

の科目であり、語学力を活用したコミュニケーション能力とグローバルな問題を解決できる能力を持ち、国

際基準の知識とこれを支える教養ともとにグローバルな舞台で活躍できる人材を育成することを目的とす

る。 

■Course Description / 講義の概要 

This course focuses on English phonetics and phonology, and the history of the English language and English as an 
international languages. From Week 1 to 10, the first class of the week is planned to introduce some basic knowledge of 
phonetics and phonology. The second class is designed to have students learn how to pronounce English sounds. From 
Week 11 to 15, students learn the history of English, that is; from its birth, through the various changes on the Middle 
Ages, and then to its modern status, and also learn the current status of English as an international English.この講義で

は 11 週までは音声学・音韻論の入門的な内容を扱い、それ以降は英語史や国際語としての英語とはどのよう

なものか理解する。11 週までの１時間目では、音声学・音韻論の理論的理解を目的とし、2 時間目では正確

な発音やイントネーションの習得を目指すために、実際に口頭演習を行う。演習を通して英語の発音や音韻

が日本語のそれとどう異なるのかを理解することが求められる。12 週目以降では、英語の誕生から、中世か

ら現代までの変遷や他の言語文化との影響を学習しながら、国際共通語としての英語の立場を理解する。 

■Textbooks / 教科書 

竹林 滋、斎藤弘子『新装版 英語音声学入門』大修館書店、2008 年 
今井由美子他『英語音声学への扉～発音とリスニングを中心に～』英宝社、2010 年 

■Course Readings / 指定図書 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説 外国語編・英語編』 

■Reference List / 参考文献 
Introduced at class if any 授業で紹介する 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Midterm Exam / 中間試験: 20%（オーラル・筆記試験）、Final Exam / 学期末試験: 40%（筆記試験）、Pronunciation 
Test / 発音試験 複数回: 30%、In-class Presentations and Class Participation / 発表及び授業参加: 10% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
Proffered to take English Linguistics II along this course / 「英語学Ⅱ」を並行して履修することが望ましい 

■Additional Information / 留意点 
Reading preparation for every class and assigned presentations are required. 講義個所の事前リーディングと、指定

されたプレゼンテーション準備が必要 
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科目名：英語学Ⅱ 
Course Title：English Linguistics II 

教員 / Instructor：山田 大介（Yamada, Daisuke） 
 
Division / 分野 Elective / 選択 (IS) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 104 E-mail yamada-d@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

On the first class of the week, students will give a presentation on English grammar by reading an English grammar 
book. On the second class, which is the lecture sessions, students will check the contents of the first classes and 
understand how a variety of English sentences are structured. This will further enhance their knowledge of grammar. 
This course is also designed for obtaining English teacher's certificates at schools in Japan. 1 時間目は学生が文法項目

のプレゼンテーション授業を行い、2 時間目は担当者の講義を通して文法知識の構築を目指す。学習文法の理

解を基本として、英語の文法の理解を目的とする。また前半で得た知識と共に心理言語学的側面から英語学

の諸領域を理解するも求められる。本科目は教職免許状（英語）取得のための科目であり、つまり語学力を

活用したコミュニケーション能力とグローバルな問題を解決できる能力を持ち、国際基準の知識とこれを支

える教養ともとにグローバルな舞台で活躍できる人材を育成することを目的とする。 

■Course Description / 講義の概要 

This course deals with English syntax and descriptive grammar of English. The first class of the week is designed to 
have students understand syntactic structures of English sentences, and to also have students understand the syntactic 
structures of English sentences by reading a grammar book written in English carefully and thoroughly and then by 
having them make presentations. The second class is held to enhance the knowledge of descriptive English grammar by 
lectures. The students making the presentation are required to make a small quiz to understand the topic for next classes.   
この講義は、まずは統語論的側面から英語学の基本的理解として、学校文法を基本とした英語文法の理解を

目的とする。言語学でのグラマーとは何なのかという導入から統語論の基本的立場を理解し、履修者が今ま

で学習してきた学校文法を、他の英語学の諸領域を考慮に入れながらより詳細に理解してもらう。１時間目

では、履修者が指定の文法事項をプレゼンテーションすることで理解を深め、２時間目において、講義を通

じて当該内容の理解を強固なものにする。発表者は翌週にプレゼンテーションを行った事項の小テストを作

成し、それを履修者全員で解答しながら文法的側面を中心とした出題方法に関しても確認する。これら様々

な活動を通じ、英語文法の理解を深めていくことが目的である。最終週には、上記内容の理解をもとに、第

二言語習得や心理言語学の導入を行いながら、日本語母語話者に困難となる文法事項などの意識化を図る。 

■Textbooks / 教科書 
江川泰一郎『改訂三版 英文法解説』金子書房、1991 年 

■Course Readings / 指定図書 
文部科学省『高等学校学習指導要領解説 外国語編・英語編』 

■Reference List / 参考文献 
授業内で随時紹介する。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Midterm Exam / 中間試験: 20%、Final Exam / 学期末試験: 40%、Presentation / 発表: 20%、Class Participation / 授
業参加: 20% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
Proffered to take English Linguistics I along this course / 「英語学Ⅰ」を並行して履修していることが望ましい 

■Additional Information / 留意点 
Reading preparation for every class and assigned presentations are required / 講義個所の事前のリーディングと指定

されたプレゼンテーションの準備が必要 
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科目名：英米文学Ⅰ 
Course Title：English and American Literature I 

教員 / Instructor：田中 ちよ子（Tanaka, Chiyoko） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail tanaka-c@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

This course is an overview of British literature from the Middle Ages to the present. Reading original texts in English, 
students will learn to find the enjoyment of English literature and its close relation to society.  
英文学の導入として、中世から現代までの文学の流れを大まかに把握する。実際の作品の原文に触れて、英

文学を味わい、文学と社会の密接さを学ぶことを目標とする。 

■Course Description / 講義の概要 

In this course, reading some representative pieces from different generations of writers, students deepen their 
understanding of the themes of texts and their pertaining characters by touching upon the actual texts. In so doing, 
students will learn some basic knowledge such as historical, cultural, social, and political movements and issues, 
familiarizing themselves with the original texts and developing language skills to read them in English. 
この講義では、各時代の代表的な作品に触れながら、作品のテーマや人物造形などについて理解を深める。

あわせて、基礎的な知識として歴史・政治・文化などの社会的背景を学び、作品に親しみつつ、作品を読む

英語力を養っていく。 

■Textbooks / 教科書 
神山妙子彦『はじめて学ぶイギリス文学史』ミネルヴァ書房、1989 年 
追加の読書物などの教材は授業でプリントを配付する。 
Additional reading materials are provided to students during the course.  
■Course Readings / 指定図書 
講義中に紹介する。 
To be announced during the course. 
■Reference List / 参考文献 
講義中に紹介する。 
To be announced during the course. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Active Participation / 授業参加度: 20% 
Quizzes / 毎回、最終時間に小テストを実施: 20％ 
Group Presentation / グループプレゼンテーション: 20% 
Examination / 試験: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

None  
特になし 

■Additional Information / 留意点 
教科書を必ず持参すること。 
Have your own copy of the textbook. 
授業中は携帯電話の使用禁止。 
Do not use the mobile phone in class  
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科目名：英米文学Ⅱ 
Course Title：English and American Literature II 

教員 / Instructor：田中 ちよ子（Tanaka, Chiyoko） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail tanaka-c@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

This course is an overview of American literature from its beginnings to the present. Reading original texts in English, 
students will learn to find the enjoyment of English literature and its close relation to society.  
米文学の導入として、植民地時代から現代までの文学の流れを大まかに把握する。実際の作品の原文に触れ

て、英文学を味わい、文学と社会の密接さを学ぶことを目標とする。 

■Course Description / 講義の概要 

In this course, reading some representative pieces from different generations of writers, students deepen their 
understanding of the themes of texts and their pertaining characters by touching upon the actual texts. In so doing, 
students will learn some basic knowledge such as historical, cultural, social, and political movements and issues, 
familiarizing themselves with the original texts and developing language skills to read them in English. 
この講義では、各時代の代表的な作品に触れながら、作品のテーマや人物造形などについて理解を深める。

あわせて、基礎的な知識として歴史・政治・文化などの社会的背景を学び、作品に親しみつつ、作品を読む

英語力を養っていく。 

■Textbooks / 教科書 
板橋好枝 / 高田賢一 編著『はじめて学ぶアメリカ文学史』ミネルヴァ書房、1991 年 
追加の読書物などの教材は授業でプリントを配付する。 
Additional reading materials are provided to students during the course.  
■Course Readings / 指定図書 
講義中に紹介する。 
To be announced during the course. 
■Reference List / 参考文献 
講義中に紹介する。 
To be announced during the course. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Active Participation /授業参加度: 20％ 
Quizzes / 毎回、最終時間に小テストを実施: 20％ 
Group Presentation: 20％ 
Exam / 試験: 40％ 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

None  
特になし 

■Additional Information / 留意点 
教科書を必ず持参すること。 
Have your own copy of the textbook. 
授業中は携帯電話の使用禁止。 
Do not use the mobile phone in class.  
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科目名：人間安全保障 
Course Title：International Protection of Human Rights 

教員 / Instructor：アイグル クルナザロバ（Kulnazarova, Aigul） 
 
Division / 分野 Elective / 選択 (IS / G) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 208 E-mail kulnazarova@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

1. To enhance students understanding of the scope, nature and development of international human rights law 
2. To help students gain substantive knowledge of international human rights instruments 
3. To familiarize students with modalities for the implementation of human rights at national and international levels 
4. To elaborate on actual field difficulties faced in the implementation and protection of human rights 
5. To help students develop analytical skills to question and appraise human rights policies and practices. 
■Course Description / 講義の概要 

After introducing the historical, philosophical, conceptual, political, legal, biological and social developments of human 
rights, the course will focus on the analysis and synthesis of various mechanisms created for the advancement, 
protection and implementation of international human rights law. The course will combine lectures, discussion 
questions, case studies, group work in the examination of purposes, structures, and functions of human rights protection 
at global, regional and national levels.  
■Textbooks / 教科書 

Jack Donnelly (2013). Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell University Press, 3rd edition. 
■Course Readings / 指定図書 
①DeLaet, Debra L. (2014). The Global Struggle for Human Rights: Universal Principles in World Politics, Wadsworth 
Publishing, 2nd edition 
②Alston, P. and Goodman, R. (2012). International Human Rights: The Successor to Intl Human Rights in Context, 
Oxford University Press, 2nd edition 
③Shelton, Dinah (2013). The Oxford Handbook of International Human Rights Law. Oxford University Press. 

■Reference List / 参考文献 

MOVIE CHOICE – “The Pianist”(2002), “Hotel Rwanda” (2004), “Sometime in April” (2005), “Milk” (2008), “In the 
Land of Blood and Honey” (2011), “First They Killed My Father” (2017) 
■Method of Evaluation / 評価方法 
・Attendance and Participation: 30% 
(Participation does not mean only attendance; participation includes weekly readings and their presentations, group 
works, individual class activities, analytical presentations, critical issue discussions, etc.) 
・Discussion Paper (Special): 10% 
(This is a special assignment to cover a reduced one week from the semester calendar. Each student will be responsible 
for discussing one movie on any day (for the movie choice, see in the “Reference List”). Main discussion points should 
be typewritten on 2 pages and duly submitted). 
・Midterm Project: 20% 
・Final Term Project: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

There is no course requirement. However, since this course will be taught in English, students should have at least 400 
TOEIC score and high level of motivation towards improvement. It is important that students understand the content of 
lectures, be able to participate in class activities and complete weekly and special assignments, midterm and final term 
projects by due dates.  



【Elective / 選択】 

137 

■Additional Information / 留意点 
・Attendance policy: Students are required to attend all weekly classes. In total, a student may be absent up to two times, 
intended to cover sickness, family emergency, etc. With the documented proof of evidence, such as doctor’s certificate, 
parents’ call to the school and similar, these absences will not be penalized, however each subsequent lack of presence in 
class will result in the make-up of all previous absences (obligatory, not subject to negotiation). Any absence (medical or 
family-related) must be reported to me in writing (via e-mail) or by phone before the missing class. 
・Course syllabus: The syllabus may be subject to change. The final version will be circulated after the course 
registration. Therefore students are advised to use this version for general reference only. 
・Rules of Classroom Conduct: 
No sleeping, napping, and talking or other disruptive activity is permitted during the class. 
No phone calls, incoming or outgoing are allowed.  
No smart phone can be used during the class, unless I will ask you to use it for class purpose. 
No laptop is permitted during the class, unless I will ask you to use it for class purpose.  
No late coming. 
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科目名：国際関係論：南・東南アジア 
Course Title：International Relations of South and Southeast Asia 

教員 / Instructor：アイグル クルナザロバ（Kulnazarova, Aigul） 
 
Division / 分野 Elective / 選択 (IS / ID) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 208 E-mail kulnazarova@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

1. To familiarize students with the international relations of South and Southeast Asia; 
2. To deepen students' knowledge about the issues and dynamics of South and Southeast Asian IR since 1945; 
3. To integrate the knowledge about South and Southeast Asian foreign policies within the scope of world perspective 
To help students develop new study and research skills through drafting country policy papers, writing book review 
essays, etc. 
■Course Description / 講義の概要 
The course consists of three parts ─ Introduction, Country Studies, and Issue Studies. In the first part, we will explore 
independence-era foreign policies and the impact of the Cold war on the two regions. In the second part, we will look at 
the foreign policies of selected states ─ India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Thailand, and 
Vietnam. In the final part, we will discuss contemporary international/ regional issues, such as the future of ASEAN, 
SAARC, nuclear disarmaments of southern states, regional security architecture, the possibility of East-West clash, the 
UN involvement in regional conflicts, and the Asian economic crisis, and development. The teaching methodology for 
this course will combine both theoretical and practical approaches.  
■Textbooks / 教科書 
David Shambaugh & Michael Yahuda (2014). International Relations of Asia. Rowman & Littlefield, 2nd edition   
Donald Weatherbee (2014). International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy. Rowman & 
Littlefield, 3rd edition 
Devin T. Hagerty (2005). South Asia in World Politics. Rowman & Littlefield, 1st edition 

■Course Readings / 指定図書 
① David Shambaugh & Michael Yahuda (2014). International Relations of Asia. Rowman & Littlefield, 2nd edition  
② Donald Weatherbee (2014). International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy. Rowman & 
Littlefield, 3rd edition 
③ Devin T. Hagerty (2005). South Asia in World Politics. Rowman & Littlefield, 1st edition 
④ Jamil Ahmad (2012). The Wandering Falcon. Riverhead Books Publishing (must-to-read novel –*final term project). 

■Reference List / 参考文献 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 

Attendance and Participation: 30%  
(Participation does not only mean attendance. It includes analytical presentation, book review essay, weekly reading, 
discussion, group work, etc.) 
Midterm Project: 30% 
Final Term Project: 40% 
■Prerequisite / 事前履修科目等 

There is no course requirement, but students are strongly recommended to complete first the general course of 
“International Relations”. Since this course will be taught in English, students should have at least 400 TOEIC score 
and high level of motivation towards improvement. It is important that students understand the content of lectures, be 
able to participate in class activities and complete weekly and special assignments, midterm and final term projects by 
due dates. 



【Elective / 選択】 

139 

■Additional Information / 留意点 
・Attendance policy: Students are required to attend all weekly classes. In total, a student may be absent up to two times, 
intended to cover sickness, family emergency, etc. With the documented proof of evidence, such as doctor’s certificate, 
parents’ call to the school and similar, these absences will not be penalized, however each subsequent lack of presence 
in class will result in the make-up of all previous absences (obligatory, not subject to negotiation). Any absence (medical 
or family-related) must be reported to me in writing (via e-mail) or by phone before the missing class. 
・Course syllabus: The syllabus may be subject to change. The final version will be circulated after the course 
registration. Therefore students are advised to use this version for general reference only. 
・Rules of Classroom Conduct: 
No sleeping, napping, and talking or other disruptive activity is permitted during the class. 
No phone calls, incoming or outgoing are allowed.  
No smart phone can be used during the class, unless I will ask you to use it for class purpose. 
No laptop is permitted during the class, unless I will ask you to use it for class purpose.  
No late coming. 
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科目名：多文化共生論 
Course Title：Multiculturalism 

教員 / Instructor：杉下 かおり（Sugishita, Kaori） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 307 E-mail kaori@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Learn extensively about multiculturalism in different countries so as to explore its possibilities in Japan. 
様々な国における多文化共生について広く学び、その日本における可能性を探ってください。 

■Course Description / 講義の概要 

Contemporary societies are largely multiethnic and hence multicultural, composed of different groups of people with 
different cultural backgrounds and identities. Although such human diversity is often celebrated as a source of social 
development, it is also blamed for creating divisions and conflicts within societies. In elaborating these points, this 
course explores multiculturalism as an idea and a practice, introducing actual cases from different countries, including 
Japan, which many Japanese misconceive as a homogeneous nation. 

The class meets weekly for two consecutive periods; a bilingual lecture is followed by a seminar centred on in-class 
reading of English materials. For a successful completion of the course, students are required to submit a weekly 
reaction paper, to give a twenty-minute presentation, and to sit for a final, written exam. The students may use either 
English or Japanese in completing the coursework and the final exam. Those who fail to attend the lecture or the 
seminar six times or more will be disqualified from taking the exam.  

現代社会は概して多民族・多文化状況にあり、様々な文化的背景やアイデンティティを持つ人間集団によ

って構成されています。そのような人間的多様性は、社会的発展の素地として称賛されると同時に、社会の

分断や軋轢の源として批判もされています。本コースはこれらの点について詳論し、「単一民族国家」と誤解

されがちな日本を含め、様々な国における「多文化主義」の理念と実践を検証します。 
本コースは講義とセミナーによって進行します。バイリンガル講義に引き続き、英文読解を中心としたセ

ミナー形式の授業を行います。成績評価は、論述式の期末試験の他、週毎のリアクション・ペーパーや、２

０分程度のプレゼンテーションによって行います。これらのコースワークと期末試験に用いる言語は、英語

か日本語を選択できます。講義かセミナーを６回以上欠席した場合は、期末試験の受験を認めません。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

  
■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning Attitude / 学修態度: 10% 
Presentation / 発表: 20% 
Reaction Paper / リアクション・ペーパー: 20% 
Final Exam / 学期末試験: 50% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
There will be no seminar in the first week; an introductory lecture will be given in the second period as well. Students 
wishing to take this course MUST attend either the first or the second session. 
第 1 週目はセミナーを行いません。同じ内容の導入講義を 2 回行います。本コースの履修を希望する者は、1
限目か 2 限目の講義に必ず出席して下さい。 
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科目名：アフリカの時事問題 
Course Title：Current Issues in Africa 

教員 / Instructor：杉下 かおり（Sugishita, Kaori） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 307 E-mail kaori@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Learn about current African issues, understand their historical background, and think about their relevance to your life. 
アフリカの時事問題を学び、その歴史的背景を理解すると共に、自らの生活との関係を考察して下さい。 

■Course Description / 講義の概要 

Africa is a vast continent that currently consists of 54 independent countries. Endowed with abundant labour and 
natural resources, Africa has greatly contributed to the development of the rest of the world. At the same time, however, 
Africa has been the victim of colonial and postcolonial exploitations, thereby embodying the centuries-old global 
inequalities. By taking these points into account, this course explores current issues selected from different African 
countries, with emphasis on their historical contexts and relevance to our lives.  

The class meets weekly for two consecutive periods; a bilingual lecture is followed by a seminar centred on in-class 
reading of English materials. For a successful completion of the course, students are required to submit a weekly 
reaction paper, to give a twenty-minute presentation, and to sit for a final, written exam. The students may use either 
English or Japanese in completing the coursework and the final exam. Those who fail to attend the lecture or the 
seminar six times or more will be disqualified from taking the exam. 

アフリカは、現在５４ヶ国が構成する広大な大陸です。豊富な労働力と天然資源に恵まれ、アフリカ大陸

は世界の他の地域の発展を大いに支えてきました。しかし同時に、アフリカは植民地的搾取の対象となり続

け、何世紀にも渡る世界的格差を体現しています。これらの点を踏まえ、本コースでは、アフリカ諸国が直

面する現代的な諸問題について学び、その歴史的背景や我々の生活との関わりについて理解を深めます。 
本コースは講義とセミナーによって進行します。バイリンガル講義に引き続き、英文読解を中心としたセ

ミナー形式の授業を行います。成績評価は、論述式の期末試験の他、週毎のリアクション・ペーパーや、２

０分程度のプレゼンテーションによって行います。これらのコースワークと期末試験に用いる言語は、英語

か日本語を選択できます。講義かセミナーを６回以上欠席した場合は、期末試験の受験を認めません。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

  
■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning Attitude / 学修態度: 10% 
Presentation / 発表: 20% 
Reaction Paper / リアクション・ペーパー: 20% 
Final Exam / 学期末試験: 50% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
There will be no seminar in the first week; an introductory lecture will be given in the second period as well. Students 
wishing to take this course MUST attend either the first or the second session. 
第 1 週目はセミナーを行いません。同じ内容の導入講義を 2 回行います。本コースの履修を希望する者は、1
限目か 2 限目の講義に必ず出席して下さい。 
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科目名：環境政策 
Course Title：Environmental Policy 

教員 / Instructor：橋詰 博樹（Hashizume, Hiroki） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+  Credits / 単位 4 
Office / 研究室 204 E-mail hashizume@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
1. 今日の/新たな環境上の政策課題を把握し、対策を検討・推進する政策手法を身に付ける。 
2. 今日のグローバル～ローカルな課題を解析し、政策を推進する手法を身につける。 
■Course Description / 講義の概要 
持続可能な社会の形成は、地球規模から地域・コミュニティ規模のあらゆるレベルで今日の最大の政策課題

だがこのコースでは、その実現に向け、国際条約／法律／地方条例といった法制度、補助金、基準、アセス

メント、自主的活動等の環境管理のための様々な対策／政策手法の考え方、また、これらに関する関係者の

役割等を学ぶことを主眼とし、「環境保全入門」の政策展開編という性格を持つ。授業方法としては関連資料

配布を伴う講義形式のものに加え、各問題をテーマとした討議／発表方式を多用する。藤沢市等の地元自治

体、環境関連団体や企業等からの講師招聘（日本語で行われる場合がある）も行う。 
■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 
環境省『環境白書：循環型社会白書／生物多様性白書（令和元年版）』 日経印刷 
■Reference List / 参考文献 
倉坂秀史 『環境政策論 第 3 版』2014 年 信山社 
- United Nations Environment Program. (2019). “Global Environment Outlook 6 (GEO 6)” 
■Method of Evaluation / 評価方法 
・取組姿勢、討議: 20％   ・復習のための小テスト: 20％   
・発表: 25%        ・学期末試験（多人数の場合）又はレポート提出: 35% 
■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
・本科目は履修学生の構成に応じて、英語、日本語の両言語で行う。外部講師による講義は日本語で行われる

ことがある。発表は、英語での視覚資料の利用等、英語で理解できるものでなければならない。 
・A syllabus in English is ready.  The class is managed in English and/or Japanese depending on registered students. 



【Elective / 選択】 

143 

科目名：国際協力 
Course Title：International Cooperation 

教員 / Instructor：橋詰 博樹（Hashizume, Hiroki） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 204 E-mail hashizume@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
「持続可能な開発目標 SDGs」は、2015 年に国連で採択されて以降、途上国の発展支援に留まらず、国際社

会～民間企業／コミュニティに至るまで、急速にその行動指針となりつつある。こうした流れを踏まえつつ、

依然として大きな課題である途上国における人間の基本的ニーズに関する問題の実態や、以下を含む国際協

力分野の多彩な実例に触れ、グローバル／グローカル社会における国際協力／国際貢献の在り方、自らの係

わり方について自覚的に考える能力を身につけるとともに、こうした活動への参加を促す。 
・環境分野（水と衛生） ・人道分野（保健医療） ・インフラ分野（食料） ・民間ビジネスによる貧困解決 

■Course Description / 講義の概要 
21 世紀の人類の発展のためには、地球温暖化、エネルギー・資源制約等に対応していかなければならない。

中でも鍵となるのは、人口が爆発する途上国における貧困の撲滅であり、具体的には水／食料確保、環境／

衛生改善、医療、教育等、また、そのための人材育成／制度整備／インフラ整備等である。 
本コースでは、世界の貧困に関る様々な状況を概観し、国際協力／国際貢献の仕組み、持続可能な開発目標

SDGs 等を踏まえた国際機関／国／自治体／NGO／民間企業等の役割等を理解するとともに、様々な分野にお

いて主として我が国が関った国際協力／貢献の事例により、その意義、課題等を学び、効果的実施手法等を

体得することを目指す。近年注目されている民間ビジネス(BOP ビジネス)による貧困の解決にも力点を置く。 
講義方法としては、各々の問題をテーマとした座学及び討議方式による。特に途上国における問題の実態、

国際協力の事例については、実事業に関ったゲスト等を招聘する（日本語で行う場合がある）。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 
Sachs, Jeffrey D. (2006). The End of Poverty (Reprint). Penguin Books.（ジェフリー・サックス（鈴木主税、野中邦

子訳）『貧困の終焉』、早川書房、2006 年） 
United Nations (2019). The sustainable Development Goals Report 2019.    https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/ 
■Reference List / 参考文献 
-  Prahalad, C.K. (2004), The Fortune at the Bottom of the Pyramid. Warton School Publishing（C･K･プラハラード

（スカイライトコンサルティング訳）『ネクストマーケット』、英治出版、2010 年）  
- 外務省『2018 年版政府開発援助(ODA)白書 日本の国際協力』 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo.html 
- 菅原秀幸、大野泉、槌屋詩野『BOP ビジネス入門』中央経済社、2011 年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
・取組姿勢、討議: 20％   ・復習のための小テスト: 20％   
・発表: 25%        ・学期末試験（多人数の場合）又はレポート提出: 35% 

Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 
■Additional Information / 留意点 
・本科目は履修学生の構成に応じて、英語、日本語の両言語で行う。外部講師による講義は日本語で行われる

ことがある。発表は、英語での視覚資料の利用等、英語で理解できるものでなければならない。 
・A syllabus in English is ready.  The class is managed in English and/or Japanese depending on registered students. 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo.html
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科目名：リーダーシップ論  
Course Title：Leadership 

教員 / Instructor：嶋 聡（Shima, Satoshi） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS / ID) Semester / 開講学期 Spring   
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail shima-s@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Students are expected to learn nature and/or acquired characteristics of leadership from management's act of 
Kounosuke Matsushita and Masayoshi Son. Students are also expected to step forward for his or her journey of 
leadership. 
受講生はリーダーシップにかかわる資質、行動、思いを松下幸之助、孫正義という稀代の経営者の行動から

学んでもらう。リーダーシップはモチベーション、キャリアと深くかかわっており、それぞれが一人ひとり

のリーダーシップの旅を始めてもらう。 

■Course Description / 講義の概要 

This course explores transition of leadership theory and characteristics of leadership changing with times, "From 
Kounosuke Matushita to Masayoshi Son" who have relationship with the instructor and learn leadership from case 
examples of corporate management activities and world leaders. 
This course proceeds not as one-way teaching, it proceeds as interactive learning from leaders’ activities, words, 
histories and cases.  
本科目においては、リーダーシップ論の変遷、時代と共に変化するリーダー像を講師と関係の深い「松下幸

之助から孫正義へ」をテーマに分析する。さらに企業経営活動の事例、世界のリーダーからリーダーシップ

を学ぶ。 
授業の進め方は一方的な講義の形式は取らず、リーダーの行動や言葉から学ぶケースを利用した対話式の授

業とする。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Class participation / 平常点: 20% 
Class performance / 授業参加: 60% 
(Discussion / 討議: 20%, Presentation : 発表: 40%) 
Reports and Assignments / レポート及び課題: 20% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：マクロ経済学  
Course Title：Macroeconomics 

教員 / Instructor：西井 賢太郎（Nishii, Kentaro） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS / G) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 303 E-mail nishii@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

- To know how to assess the economic activities 
- To understand the determinants of macroeconomic variables and the relationships among them 
- To realize how the governments can affect the economy by using fiscal and monetary policies 
・どのように経済活動を評価するかを知ること 
・マクロ経済変数を決定する要因とそれらの間の関係を知ること 
・財政政策や金融政策によってどのように政府が経済に影響を与えることができるかを知ること 

■Course Description / 講義の概要 

This lecture is intended to give you the fundamental knowledge of macroeconomics, and the way to use economic data. 
Macroeconomics treats relationships between aggregated variables in the whole economy and includes the concepts, 
such as GDP, unemployment, and general prices. More specifically, questions such as, “What determines GDP?”, “How 
does deflation affect the economy?” and “What can the governments do in order to decrease unemployment?” have 
relevance to macroeconomics. By understanding the basic macroeconomic theories on the course, students are expected 
to deepen their understanding of the economic phenomena observed every day in the world. 
この講義では，マクロ経済学の基本と関連する経済統計の見方を学習する．マクロ経済学は，経済全体で集

計される変数間の関係を扱う分野であり，GDP，失業，物価，などの概念を扱う．より具体的には，GDP は

どのように決定されるのか，デフレが経済にどのような影響を与えるのか，失業を減らすために政府ができ

ることは何か，などはすべてマクロ経済学分野に関わる問題である。当科目でマクロ経済学の基礎理論を理

解することで、履修者は日々世界中で見られる経済現象をより深く理解することが期待できる。 

■Textbooks / 教科書 
グレゴリー・マンキュー『マンキュー経済学Ⅱ マクロ編 第 4 版 』東洋経済新報社、2019 年 

■Course Readings / 指定図書 
Mankiw, Gregory (2017). Principles of Economics (8th ed.), Cengage Learning.（当科目指定教科書の原書） 
グレゴリー・マンキュー『マンキュー入門経済学 第 3 版』東洋経済新報社、2019 年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Online Review Quizzes / 復習小テスト（given in every lecture / 毎回実施）25% 
Online Review Assignments / 復習課題（given in every lecture / 毎回実施）25% 
Midterm Report / 中間レポート 20% 
Final Exam / 期末試験 30% 

■Additional Information / 留意点 

Students are required to complete two courses out of “Introduction to Economics”, “Macroeconomics” and 
“Microeconomics” to take “International Economics”.「国際経済学」を受講するためには、「経済学入門」，「マク

ロ経済学」，「ミクロ経済学」のうち 2 科目の修了が必要である． 
Classes will be conducted mainly in Japanese. 授業は主に日本語で行われる。 
Some basic mathematics will be occasionally needed on the course. 当科目では基本的な数学が必要とされること

がある。 
Since online quizzes and assignments will be given every week on the course, students are required to bring their laptop 
computer or smart phone in every class. 当科目ではオンラインによる小テストや課題が毎週課されるため、各自

パソコンやスマホなどのオンライン・ツールを持参すること 。 
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科目名：ミクロ経済学 
Course Title：Microeconomics  

教員 / Instructor：渡邊 泰典（Watanabe, Yasunori） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS / GB) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 201 E-mail y-watanabe@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

- To understand the decision makings of consumers and producers, 
- To get accustomed to mathematical tools required to solve the decision making problems of economic agents, 
- To know the properties and limits of markets, 
- To acquire economical way of thinking 
・消費者や生産者などの経済主体の意思決定について理解すること 
・経済主体の意思決定問題を考えるための数学的手法に慣れること 
・市場の性質とその限界について知ること 
・経済学的な思考方法を身につけること 

■Course Description / 講義の概要 

This lecture is intended to give you the fundamental knowledge of microeconomics and mathematical tools required in 
the field. Microeconomics treats how individual agents (e.g. households, firms, and governments) make their decisions 
and includes the concepts like opportunity cost, demand and supply, and market and governments. We will cover 
consumer theory, producer theory, markets and markets’ failure, and game theory. 
In this lecture, students will be required to make prep notes on assigned materials so that they can participate in group 
discussions in the class. And contributions to the discussion will be counted as a part of the evaluation. 
この講義ではミクロ経済学の基本と，そこで必要とされる基本的な数学的手法について学習する．ミクロ経

済学は家計，企業などの個別の経済主体がどのような意思決定を行うかを扱う分野であり，機会費用，需要

と供給，市場と政府，などが含まれる．具体的なトピックとしては，消費者理論，生産者理論，政府と市場

の失敗，などを予定している． 
参加者はグループディスカッションに参加するために，毎回予習ノートを作成しなければならない．ディス

カッションへの貢献も評価の一部となる． 

■Textbooks / 教科書 
Mankiw, Ｇ. (2019) 『マンキュー経済学Ⅰ ミクロ編 第 4 版』，足立他訳，東洋経済新報社 

■Course Readings / 指定図書 

Mankiw, G. (2017) Principles of Economics (8th ed.), Cengage Learning. 
Mankiw, G. (2019) 『マンキュー入門経済学 第 3 版』，足立他訳，東洋経済新報社 
Klein, G. and Y. Bauman (2011) 『この世で一番おもしろいミクロ経済学 (The Cartoon Introduction to Economics  
Volume One: Microeconomics)』，山形浩生訳，ダイヤモンド社 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Prep notes / 予習ノート: 20% 
Discussion / ディスカッション: 30% 
Book Report / ブックレポート: 30% 
Final Exam / 学期末レポート: 20% 

■Additional Information / 留意点 
Students are required to complete two courses out of “Introduction to Economics”, “Macroeconomics” and 
“Microeconomics” to take “International Economics”. 
「経済学入門」，「マクロ経済学」，「ミクロ経済学」のうち 2 科目の修了が「国際経済学」の受講には必要であ

る． 
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科目名：金融論 
Course Title：Theory of Finance 

教員 / Instructor：エリック ホノベ（Honobe, Erik） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS / GB) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 202 E-mail honobe@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Our main goal in Theory of Finance is to understand the financial situation of a firm from the point of view of funding 
from banks and stockholders. Other goals include to acquire basic concepts regarding financial markets, such as 
common stock, long-term bonds, currency exposure and others, and to apply our understanding of these concepts to 
financial examples of actual companies. 
金融論は会社の経営状態を資金の観点から把握する学問である。基礎知識の習得と実際の証券市場及び証券

市場からみた経済について理解することにある。株式・債券・為替など証券金融市場について基礎知識を習

得し、経済活動や企業行動の実際の動きに対する理解を深め基本的な概念を身につける。 

■Course Description / 講義の概要 

In this course, students are introduced to the financial world. We learn how financial markets work, how corporate bonds 
and stocks are issued, and how large companies aim at finding a balance between large profits and the risk of going 
bankrupt. Also, we learn how large companies manage their money and debt, and how companies decide to invest in 
new projects such as modernizing their equipment, building new branches and new factories, or starting a new line of 
products. Finally, we look at how companies attempt to attract more stockholders by giving them high dividend 
payments and other such benefits. 
本講義は金融市場の構成、社債券や株式発行等の金融の基礎を学習する。大手企業の資産と負債の管理方法、

設備投資や新支店・工場の建設、新商品の生産などの企画に投資する意思決定を学び、大手企業がどのよう

な方法で高利益と倒産のリスク回避のバランスを見極めるか等も学ぶ。講義後半には、株主からの継続的な

資金投資を受けるための高い配当金や株主の特別待遇の方針を学習する。 

■Textbooks / 教科書 
本合暁詩『英語で学ぶコーポレートファイナンス入門』第 2 版、中央経済社、2019 年 

■Course Readings / 指定図書 

Brealey, Myers, et al. (2019). Principles of Corporate Finance (13th ed.). McGraw-Hill.  
■Method of Evaluation / 評価方法 
Participation / 授業参加: 20% 
Assignments / 課題: 20% 
Midterm Exam / 中間試験: 30% 
Final Exam / 期末試験: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：国際会計論 
Course Title：International Accounting 

教員 / Instructor：エリック ホノベ（Honobe, Erik） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS / GB) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 202 E-mail honobe@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Internationalization is a current of modern society. It permeates, needless to say, politics and culture, and has 
repercussions in the world of accounting. In this course, our main goal is to master principles involved in preparing and 
presenting financial statements based on international standards. Also, we aim at becoming aware of the role and 
importance of such financial statements when considering concepts such as accuracy in financial reporting and its 
regulatory systems, efficient capital markets, and the information flow in market economies. 
国際化は現代社会の潮流である。この流れは、政治や文化は言うに及ばず、会計の世界にも及んでいる。本

授業では、国際基準の財務諸表の作成が要請される背景や作成原理、表示方法をマスターすることを目標と

する。授業目標は財務諸表制度が公正かつ健全な資本市場の形成とともに市場経済基盤の確立のため、いか

に重要な役割を担っているかを受講者が認識するように努力するところにある。 

■Course Description / 講義の概要 

In this course, students develop skills necessary to assess the business performance of international companies by 
analyzing and interpreting their financial statements. We focus on cash liquidity, inventory turnover, income tax shield, 
investment in assets, issuance of debt, and other key factors in assessing a company's management efficiency and 
profitability. In particular, we learn not only how financial statements are generated, but also, and more importantly, how 
differences in accounting methods can affect a company's reported financial condition, results of operations, cash flows 
and profitability ratios.   
本講義では、学生が企業の財務諸表を的確に分析・解釈し、その企業の業績を評価するための必要なスキル

を身につける。具体的に、「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」の分析を実際の会社の財

務諸表を用いながら学びます。企業の効率や収益性を評価するための主な要因、例えば、支払能力、在庫回

転率、所得税、資産投資、社債発行などに焦点を当てる。また、財務諸表の作成方法だけではなく、会計方

法の違いがいかに経営業績、収益性比率、キャッシュフロー等に影響を与えるかという事も学習する。 

■Textbooks / 教科書 
國貞克則『財務 3 表がスラスラ理解できて英語力も身につく本』ゴマブックス 2015 年 

■Course Readings / 指定図書 

Kieso, D. & Weygandt, J. & Warfield, T (2019). Intermediate Accounting (17th ed.).Wiley. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Participation / 授業参加: 20% 
Assignments / 課題: 20% 
Midterm Exam / 中間試験: 30% 
Final Exam / 期末試験: 30% 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：多国籍企業会計 
Course Title：Accounting for Multinational Firms 

教員 / Instructor：エリック ホノベ（Honobe, Erik） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS / GB) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 202 E-mail honobe@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

With the increasing number of firms expanding their overseas operations and the continuing unification of capital 
markets from countries around the world, there is a growing need for corporate information with better transparency and 
clearer criteria of comparison across countries. The goals of this course are to analyze how financial reporting standards 
employed by multinational firms are part of a process aiming for global corporate standards of a higher quality overall, 
as well as to understand financial risk and its underlying principles for portfolio management, derivative products, and 
option pricing. 
企業の海外事業展開や各国資本市場の統合によって、より比較可能で、透明性の高い情報が要求されるよう

になった。当講義の目標は多国籍企業に適用される財務報告基準が、高品質のグローバル基準に向けて調整

過程であることを解説し、金融のリスクについて理解し、ポートフォリオ理論、金融派生商品、オプション

価格決定についての基礎を理解することである。 

■Course Description / 講義の概要 

In this course, we learn about the theory, reasoning, application and quantitative aspects of accounting problems and 
financial management issues faced by multinational firms. In particular, we analyze international accounting standards 
in relation with basic items crucial to multinational firms such as tangible fixed assets, inventory and financial products, 
as well as accounting for process in international management such as currency conversion. Finally, currency options 
and currency swaps are also covered. 
多国籍企業が直面し解決しなければならない会計問題や財務管理課題に関する理論・学説及び実務・計数的

手法を身に付ける。特に、外貨換算会計、国際管理会計に伴い、多国籍企業にとって基本的重要項目である

有形固定資産・棚卸資産・金融商品に関する国際会計基準を分析する。また、通貨の選択権取引とスワップ

取引も網羅される。 

■Textbooks / 教科書 
國貞 克則 (著)『財務 3 表がスラスラ理解できて英語力も身につく本』ゴマブックス 2015 年 

■Course Readings / 指定図書 

Shapiro, Alan C. et al. (2019). Multinational Financial Management, (11th ed.). Wiley. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Participation / 授業参加: 20% 
Assignments / 課題: 20% 
Midterm Exam / 中間試験: 30% 
Final Exam / 期末試験: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 

 



【Elective / 選択】 

150 

科目名：簿記  
Course Title：Bookkeeping 

教員 / Instructor：林 雄一郎（Hayashi, Yuichiro） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS / GB) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail hayashi@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
日商簿記検定試験 3 級程度の知識の修得を目指す。具体的には、「取引の仕訳」、「総勘定元帳への転記」、「試

算表の作成」、「決算整理」、「精算表の作成」、「財務諸表の作成」、「帳簿の締め切り」といった、一連の簿記

の流れをマスターし、経理実務における基本的な処理が行えるようになることが目標となる。 

■Course Description / 講義の概要 
世の中には、いろいろな活動をしている数多くの組織がある。すぐに思い浮かぶような有名な会社、学校、

お寺、病院や NPO、また身近にある小売店や飲食店など実に様々なものがある。これらの組織は必ず財務諸

表（いわゆる決算書）を作り、自らの経営に役立てるとともに、組織を取り巻く利害関係者（国や地方自治

体、銀行、株主、取引先など）に自らの業績を説明する責任を負っている。財務諸表は多くの人が見て分か

るように、決められたルールにより作成されることになっている。この決められたルールにより財務諸表を

作る技術が簿記である。逆の見方をすると、簿記を習得すれば、財務諸表を見て組織の業績がある程度分か

るようになる。この講義では、小さな商人を前提とした、簿記の全体像を理解し、簡単な財務諸表を作成で

きるように支援する。すなわち、簿記の始めから終わりまでの一連の流れにつき、順を追って説明するとと

もに、それぞれの項目に関連する問題を解くことで理解を深め、基本的技術をマスターできるようにする。 

■Textbooks / 教科書 
滝澤ななみ『みんなが欲しかった簿記の教科書 日商３級商業簿記 第８版』TAC 出版、2019 年 
滝澤ななみ『みんなが欲しかった簿記の問題集 日商３級商業簿記 第８版』TAC 出版、2019 年 

■Course Readings / 指定図書 
特になし 

■Reference List / 参考文献 
特になし 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Active Participation / 主体的（積極的）な授業参加度:20% 
Quiz / 小テスト:30% 
Final Exam / 学期末試験: 50%  

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
1. 授業には電卓を持参のこと 
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科目名：国際経営論 
Course Title：International Management 

教員 / Instructor：嶋 聡（Shima, Satoshi） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS / GB) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail shima-s@tama.ac.jp  
 

■Course Goals / 到達目標 

Decline in retail business due to Amazon effect, uncertainties about the future of the automotive industry due to 
Google's automated driving, and inbound growth. 
It is an era when ordinary companies need to think overseas management strategies. The goal of this course is for 
students to have practical image of future employment in global companies especially in Asia, to develop basic skill as 
member of society, and to prepare for job hunting. In addition, we aim to raise the aspiration of life by acquiring the 
ability to draw big picture. 
アマゾンエフェクトによる小売業の衰退、グーグルの自動運転による自動車産業の将来への不安、インバウ

ンドの増加。今や、普通の企業が海外経営戦略を考えなくてはならない時代である。本科目の履修により、

アジア、世界に展開する企業への就職イメージを固め、就職活動の準備と、社会人基礎力を養うことを目的

にする。さらに、ビッグピクチャーを描く構想力を身につけることによって、人生の志を高めることを目標

とする。 

■Course Description / 講義の概要 

This course intends to learn practical case of in management/strategy such as business investment. Students choose 
some company or product for him/her to make international/strategic business plan and to make a presentation. This 
course is conducted similar to seminar system. Recently, companies regard basic business skills and capabilities for 
encouraging, planning and suggesting a business solution as important for new graduates. This course, to make 
confidence in job hunting, makes group work and workshop that develop social basic skill through conducting research, 
analysis and presentation. Features of this course is the combination of individual studies, group exercises and business 
case studies.  
本科目は具体的な企業の経営戦略を学ぶためのものである。受講生はある商品や企業を選び、その商品や企

業の国際戦略と戦略プランなどを策定して発表を行う。昨今、企業は社会人基礎力を重要視しており、働き

かけ力、計画力、課題発見力などを求めている。本科目では、就職活動にも役に立つように、調査・分析・

発表といった作業を通して、社会人基礎力を養う訓練となるグループワークやワークショップを行う。この

コースの特徴は、学生個人、グループ演習そして事例研究の組み合わせにある。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Class participation / 平常点: 20% 
Class participation / 授業参加: 60% 
(Discussion / 討議: 20%, Presentation : 発表: 40%) 
Reports and Assignments / レポート及び課題: 20% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：比較経営論 
Course Title：Comparative Management 

教員 / Instructor：ミハイル マリノフ（Marinov, Mihail） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS / GB) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail mihail@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

- To understand various business issues which corporations encounter when operating in a global society. 
- To learn international business strategies and the role of resources. 
- To assess the specific role of various functions in a multinational corporation. 
・グロ−バル経済下で企業活動が遭遇する様々なビジネス課題を理解する 
・資源をベースとして国際ビジネス戦略を学ぶ 
・国際企業内のさまざまな機能に特有の役割を評価する 

■Course Description / 講義の概要 

In this course, we discuss issues related to international business in a globalized society from both corporate and 
individual perspectives. Multinational corporations are concerned with business issues such as national resource 
specificity, local production, and management strategies that are often distinct in different nations. Along with these 
business issues, we explore social issues such as the expatriate's role as a citizen in the host country, contribution to the 
local community, and sensitivity to environmental problems. At the individual level, we discuss such issues as 
communication, negotiation and flexible management, amongst others. 
グローバル化、大競争時代の中での、これからの国際ビジネスの諸課題を企業レベル、個人レベルで学

ぶ。はじめに、現代における国際ビジネスの諸課題の諸課題を概観する。次に、グローバル化の中で、

競争と協調の両立をめざしながら企業も個人も積極的に海外進出を行っている現状から、国際企業の戦

略と構造を事例と共に理解する。企業レベルの課題としては、 ヒト・モノ・カネといった資源の移動と

海外生産に関する課題、多国籍企業が直面する課題、進出先企業市民としての役割と活動、進出先地域

社会への貢献、環境問題への配慮、また、個人レベルでは、ヒトの移動に伴う課題として、現地マネジ

ャーとのコミュニケーション能力、折衝能力、マネージメント能力、さらに国際ビジネスにおける倫理

的問題、異文化への対応などについて議論する。 

■Textbooks / 教科書 
江夏 健一 編著、桑名 義晴 編著『理論とケースで学ぶ国際ビジネス』同文館出版、2012 年  

■Course Readings / 指定図書 
福谷正信『日・中・台・韓企業の技術経営比較: ケースに学ぶ競争力分析』中央経済社、2008 年 

■Reference List / 参考文献 
・入山章栄『世界の経営学者はいま何を考えているのか－知られざるビジネスの知のフロンティア』英治出

版、2012 年 

・松田久一『比較ケースから学ぶ戦略経営』中経出版、2015年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning attitude / 学習態度: 20% 
Assignments and Group Discussion / 課題及びグループ討議: 50% 
A 10-min test at the end of each class / 小テスト: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：経営戦略論  
Course Title：Strategic Management 

教員 / Instructor：東 史恵（Higashi, Fumie） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS / GB) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail higashi@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

1. To understand basic concepts of strategic management 
2. To understand how you can apply strategic management to business 
3. To get familiar with strategic management to explain business problems of companies 
1. 経営戦略論の基礎的な概念を理解する 
2. 企業の経営活動に，どのように経営戦略論を応用できるかを理解する 
3. 経営戦略論を身につけ，企業の経営活動における問題を説明する 
- 経営戦略論の基礎概念と応用力を学ぶことで，考え抜く力と企業の経営活動を通した社会の発展に貢献する

素養を身に付ける。 
- Learning basic concepts of strategic management and application of them in order to get ability to think logically and 
contribute for development of society through business. 
■Course Description / 講義の概要 

This course is intended to offer fundamental knowledge of strategic management and how the theory can be applied to 
business.  

Strategic management is necessary because companies achieve sustainable development. Recently, environment 
surrounding companies is changing drastically and consumer's needs become diversity. That's why competition among 
many companies is much harder than ever. In this course, we learn basic concepts of strategic management, analyze 
current situations of companies, and think about the direction of some companies through case study and discussion. 
このコースでは経営戦略の基礎知識と理論の応用について学ぶ。 
経営戦略は企業が持続的な成長を成し遂げるためには欠かせない。なぜなら，今日の企業の環境変化は激し

く，消費者ニーズの多様化が進み，企業間の競争が激しくなっているためである。本講義では，経営戦略の

基礎知識を学び，その知識から企業の現状を分析し，企業がとるべき将来の戦略の方向性についてケースス

タディやディスカッションを通して学ぶ。 

■Textbooks / 教科書 
十川廣國編著（2013）『経営学イノベーション 2：経営戦略論（第 2 版）』中央経済社。 

■Course Readings / 指定図書 
十川廣國（2013）『経営学イノベーション 1：経営学入門（第 2 版）』中央経済社。 
十川廣國編著（2013）『経営学イノベーション 3：経営組織論（第 2 版）』中央経済社。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Class Participation / 平常点評価  
Evaluation based on following 3 items. 以下の 3 項目に基づいて平常点評価をおこなう 

1. Active Participation / 積極的な授業参加度: 30%, 
2. Presentation / プレゼンテーション: 30% 
3. Report / レポート: 40% 

■Additional Information / 留意点 
“Introduction to Management” is recommended.「経営学入門」の履修を推奨する． 
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科目名：マーケティング論 
Course Title：Theory of Marketing 

教員 / Instructor：芦田 尚道（Ashida, Hisamichi） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS / GB) Semester / 開講学期 Spring  
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail ashida@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

To understand some basic concepts on marketing. 
To understand basic way of thinking for marketing. 
To understand the system and structure of Principle of marketing. 
・マーケティングの基礎的な概念を理解すること。 
・マーケティングの基本的な考え方を理解すること。 
・マーケティング論の体系と構造を理解すること。 

■Course Description / 講義の概要 
In this course, we study method of thinking about market on marketing and theories of consumer behavior, enterprises’ 
new product development, and strategic marketing. And, supposing customers in ongoing and specific relationship, we 
study marketing theories about structuring of bases of interaction. And this course introduces actual cases of 
organizations. And students make reports with logicality and concreteness supported by deep commitment to this course, 
and get overall comments about reports. 
本講義ではまず、マーケティングにおける市場の捉え方、消費者行動や企業の新製品開発活動、戦略的マー

ケティングに関する理論について講義する。さらに、継続的な関係にある顧客を想定したうえで、販売側と

顧客との相互作用の基盤づくりに関するマーケティング理論を学ぶ。また、企業などの組織の活動の具体的

な事例についても紹介していく。なお受講生には授業期間内にレポートを作成していただく。レポートでは

論理性と具体性、及び本講義へのコミットメントの深さが問われる。レポートには最後に全体講評を行なう。 

■Textbooks / 教科書 
高嶋克義・桑原秀史『現代マーケティング論』有斐閣、2008 年 

■Course Readings / 指定図書 

Assigned during the classes. 
講義中に指定する。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Learning Attitude / 学修態度: 5% 
Report / レポート: 15% 
Final-examination / 学期末試験: 80% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
None. 特になし。 

■Additional Information / 留意点 
None. 特になし。 
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科目名：情報処理Ｉ 
Course Title：Information Processing I 

教員 / Instructor：張 琪（Zhang, Qi） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS)  Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 212 E-mail zhangq@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

This course aims to nurture global human resources who can respond quickly to the development of global information 
society, with strong execution abilities and skills. The goal of this course is to acquire the efficient skills of word 
processing software which is one of the basic tools required for the academic studies and various business purposes. 
Students will acquire the ability of passing the MOS (Microsoft Office Specialist) exam of Word on the general 
specialist level. 
本科目はグローバル化、情報化社会の進展に即応して、強い実行力・スキルを備えたグローバル人材を育成

することを目的としている。到達目標は、大学の学習生活に不可欠、かつ社会に出てからも活用できる情報

処理の基本ツールとされる文書処理ソフトウェアの基本的な操作方法を習得し、さまざまな機能を効果的に

使いこなすスキルが身に付けることにより、表現力がある文書を効率よく作成できることである。世界で通

じる国際資格 MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）試験の Word スペシャリストレベル（一般レ

ベル）に合格できるレベルに達する。 

■Course Description / 講義の概要 

This course focuses on the literacy of information processing, which is necessary not only in the academic studies 
during the student lives, such as writing reports or graduation theme, but also for various business activities after 
students graduate and enter the business society. In this course, students will acquire the skills of using word processing 
software. They are trained to understand the basic processing methods and acquire the practical skills of Microsoft 
Word, such as changing sizes and font types of characters, creating and editing tables, printing documents, and so on.  
この科目では、学生生活でのレポートや卒業論文の作成などに不可欠、かつ社会に出てからもビジネス活動

で活用できる情報処理のリテラシー能力を身につける。文書処理ソフトでの情報処理の具体的な操作手法を

学ぶ。文字サイズやフォントの変更、表の作成・編集、作成した文書の印刷など、ワードソフトウェアの基

本的な編集機能を理解し、スキルを習得する。講習や演習を通じて、MOS 資格取得に欠かせない知識を獲得

して活用できるように、より深く掘り下げた学習を行う。資格取得することにより、学生がスキル、自信、

効率がアップし、学生生活や将来のビジネス日常業務における生産性が高まることにつながる。 

■Textbooks / 教科書 
『よくわかるマスター MOS Word 2016 対策テキスト&問題集』，FOM 出版, 2017 年. 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Participation and assignments / 授業参加及び課題:30% 
Review tests / 復習テスト: 30% 
Final Exam / 学期末試験: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

The “Introduction to Computers” course is a prerequisite for this course. 
「コンピューター入門」の単位を取得済みであること。 

■Additional Information / 留意点 
 The score of each review test and the final exam should be more than the passing score.  
単位を取得するには、復習テスト及び学期末試験はすべて合格点以上取れること。 
 Students who would like to register for this course must attend the class in Week 1.  
履修希望者は第 1 週の授業に必ず出席すること。 
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科目名：情報処理Ⅱ 
Course Title：Information Processing II 

教員 / Instructor：張 琪（Zhang, Qi） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 212 E-mail zhangq@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

This course aims to nurture global human resources who can respond quickly to the development of global information 
society, with strong execution abilities and skills. The goal of this course is to acquire the efficient skills of spreadsheet 
software which is one of the basic tools required for the academic studies and various business purposes. Students will 
acquire the ability of passing the MOS (Microsoft Office Specialist) exam of Excel software on the general specialist 
level. / 本科目はグローバル化、情報化社会の進展に即応して、強い実行力・スキルを備えたグローバル人材

を育成することを目的としている。到達目標は、大学の学習生活に不可欠、かつ社会に出てからも活用でき

る情報処理の基本ツールの一つとされる表計算ソフトウェアの基本的な操作方法を習得し、さまざまな処

理・分析方法を使いこなすスキルが身に付けることにより、データを効率よく処理・分析、及びグラフなど

で表現できるようになることである。世界で通じる国際資格 MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）

試験の Excel スペシャリストレベル（一般レベル）に合格できるレベルに達する。 

■Course Description / 講義の概要 

Spreadsheet is a necessary tool not only for academic studies but also for business society. The ability of summarizing 
data efficiently, processing them properly, and presenting the results with graphs to make them easy to be understood, is 
the basic ability for us to live in the formation society. In this course, students will acquire the literacy skills of 
information processing through learning the usage of spreadsheet software. Students are trained to understand the basic 
processing methods and acquire the practical skills of Microsoft Excel, such as creating formula and basic functions, 
setting formats of cells, creating graphs, and so on. / 表計算は学生生活だけではなく、ビジネス社会に必須なツー

ルになっている。データを効率よく纏め、適切に処理した上、グラフなどで分かりやすく表現する能力は情

報社会で生きるための基本能力である。この科目では、表計算ソフトでの情報処理の具体的な操作手法を学

ぶ。数式や基本的な関数の作成、セルの書式設定、グラフ作成など、エクセルソフトウェアの基本的な操作

を理解し、スキルを習得する。講習や演習を通じて、MOS 資格取得に欠かせない知識を獲得して活用できる

ように、より深く掘り下げた学習を行う。資格取得することにより、学生がスキル、自信、効率がアップし、

学生生活や将来のビジネス日常業務における生産性が高まることにつながる。 

■Textbooks / 教科書 
『よくわかるマスター MOS Excel 2016 対策テキスト&問題集』，FOM 出版, 2017 年. 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Participation and assignments / 授業参加及び課題:30% 
Review tests / 復習テスト: 30% 
Final Exam / 学期末試験: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

The “Introduction to Computers” course is a prerequisite for this course. 
「コンピューター入門」の単位を取得済みであること。 

■Additional Information / 留意点 
 The score of each review test and the final exam should be more than the passing score.  
単位を取得するには、復習テストと学期末試験はすべて合格点以上取れること。 
 Students who would like to register for this course must attend the class in Week 1.  
履修希望者は第 1 週の授業に必ず出席すること。 
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科目名：ポストモダニズムと社会 
Course Title：Postmodernism and Society  

教員 / Instructor：ポール マーサー（Mercer, Paul） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS / HM) Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 203 E-mail mercer@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

To give students an appreciation of the history of ideas from the enlightenment onwards, and in particular the meanings 
of modernism and postmodernism. 
To offer a basic grounding in Sociological notions of Society, Culture and Social Change. 
For course members to question their role in the contemporary world.  
啓蒙思想以降の歴史、特にモダニズムおよびポストモダニズムの意味について理解する。 
社会・文化・社会的変化に対する社会学的概念の基礎を学ぶ。 
現代社会における我々の役割について検討する。 

■Course Description / 講義の概要 

Postmodernism is a set of ideas covering many different areas. What they have in common is the idea that the world is a 
radically different place than it was in the “Modern Times” of the 1900s. The course will look at the radical changes 
brought to the world by the modern thinking of the enlightenment and the end of the medieval world and then suggest 
we are going through a similar revolution in the way people live. The course considers the ideas of the main Postmodern 
thinkers and their views of how life is changing thanks to an explosion of information and electronic media. Central to 
these ideas are ideas of how reality might be reconsidered in Postmodern times. The course also looks at modern and 
postmodern architecture as the area where the term “postmodernism” first took hold. We will also look at films that 
represent modernism and postmodernism as well as the media that have been dubbed postmodern by critics. All teaching 
is conducted in English and assignments must be completed in English. ポストモダニズムとは、多様な分野で興っ

た一連の思想を指す。これらの思想に共通しているのは、今や世界は、１９００年代の「モダンタイムズ」

の時代とは根本的に異なるという点である。本コースでは、近代的な啓蒙思想と中世世界の終焉により世界

にもたらされた根本的変化を考察し、現在の生活様式にも起こりうる同様の改革についても考えていく。本

コースでは、ポストモダニズムの主要な思想家の思想、および情報と電子メディアの発達による生活変化に

対する思想家の思想について考察する。これらの思想の中核となるのは、現実がどのようにポストモダン・

タイムズで再考されるかという点である。また、本コースでは、「ポストモダニズム」という言葉が最初に誕

生した分野としてモダンおよびポストモダン建築について考察していく。この他、モダニズム、ポストモダ

ニズムを象徴している映画、およびポストモダニズムと批評されているメディアについても分析する。 

■Textbooks / 教科書 
特になし 

■Course Readings / 指定図書 

Relevant books will be available in the Library 
■Method of Evaluation / 評価方法 

There are 2 written assignments to complete during the course. 
■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
授業はすべて英語で行われ、提出物等もすべて英語であることを留意すること。 
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科目名：日本近代史  
Course Title：History of Modern Japan 

教員 / Instructor：藤田 賀久（Fujita, Norihisa） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS / ID) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail fujita-n@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Course objectives are;  
-To understand the historical experiences of Japanese politics since Meiji period to the present. 
- To understand issues and problems of contemporary Japan with their historical backgrounds.   
- To develop oral and written analytical skills through the practice of academic argumentation.  
・明治時代より現在に至る日本政治の軌跡を理解する。 
・現代日本の諸問題を歴史的背景と共に理解する。     
・ディスカッションや学術論文の執筆を通じて分析能力を磨き、意見を構築し、他人に伝達する能力を養う。 

■Course Description / 講義の概要 

This course covers the history of Japanese politics from the Meiji Restoration to the present, with an emphasis on the 
political struggle over the direction of Japan’s political and economic developments. The course will start with the 19th 
century transformation of Japan’s feudal society into a modern industrial one, and then her rush to be a colonial empire, 
which culminated in the disastrous defeat in the Pacific War. From there, we will chart the course of Japan’s rise back to 
great power status in the post-war period, through its “economic miracle” and the era of LDP dominance. Finally, we will 
end with the post-bubble economy challenges to LDP dominance and the era of political reform that this period brought. 
In addition, we will see what experiences Japanese had in the modern era.  
本講義は、明治維新から現在に至る日本近代の内政を主なテーマとする。特に各時代の政策決定者が直面した

政治経済問題に焦点を当てて考察する。講義では江戸末期から近代国家への社会変革がいかなるものであった

のかに触れたのちに、大陸国家への変貌過程、さらには太平洋戦争へ至る道のりを概観する。次に、敗戦の荒

廃から国際社会への復帰、奇跡的と呼ばれた経済発展とそれを支えた自民党政治を論じる。最後にバブル崩壊

後の日本が直面した問題を取り上げ、自民党支配の崩壊の意味や現在の政治・社会情勢まで論じることとする。

また近現代を通じて見られた日本人の様々な経験についても触れることとする。 

■Textbooks / 教科書 

  
■Course Readings / 指定図書 

List of weekly readings and references will be given in the class 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Attendance and class participation / 主体的な授業参加度: 10% 
Presentation / 発表: 10% 
Paper / 小論文: 40% 
Final Examination / 学期末試験: 40%  
(“Attendance” means students’ active participation in the class discussion.)   
■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
Always be prepared for discussing contemporary international topics by reading newspapers/magazines every day. 
毎週、時事問題の議論を行うので、新聞・雑誌等の読み込みを徹底すること。 
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科目名：ゼミナールⅠ～Ⅳ 
Course Title：Seminar I - IV 

教員 / Instructor：専任教員 / SGS Full-time instructors 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (ゼミナール) Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 各 2 
Office / 研究室  E-mail  
 

■Course Goals / 到達目標 
The importance of interactive activities such as presentations and discussions is especially emphasized. Students will 
pursue the goal such as completing graduation theses through improving their specialized knowledge and skills to 
express themselves to other people. 
ゼミナールにおいては、学生によるプレゼンテーションやディスカッションなどのインタラクティブな活動が

非常に重要である。こうした活動によって専門知識を深めるとともに、他者に伝える技術を磨き、卒業研究な

どの形で学びの成果を完成させることを目指す。 

■Course Description / 講義の概要 

In Seminars, students can enhance their knowledge about their areas of specialty during 3rd and 4th grade. While the 
themes of seminars depend on professors, students will be encouraged to study and contribute voluntarily to all of them 
as one of the active learning activities in SGS. 
ゼミナールは 3 年次、4 年次の 2 年間に渡って、学生が教員とともに専門分野に関する知識を深めるための場

である。ゼミナールのテーマは教員ごとに異なるが、どのゼミナールにおいても SGS におけるアクティブラ

ーニング活動の一環として、学生が主体的に学び、貢献することが求められる。 

■Textbooks / 教科書 
各ゼミ指導教員の指示に従うこと 

■Course Readings / 指定図書 

Additional materials will be provided by the teacher. 
■Reference List / 参考文献 

Additional materials will be provided by the teacher. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
各ゼミ指導教員の指示に従うこと 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
各ゼミ指導教員の指示に従うこと 

■Additional Information / 留意点 
ゼミ内容説明会に参加し、指定されたスケジュールに従って履修許可を得る手続きを行うこと。 
各ゼミナール（ホームゼミ）に個別のシラバスがあるので、履修前に必ず目を通しておくこと。  
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科目名：卒業研究 
Course Title：Graduation Research 

教員 / Instructor：専任教員 / SGS Full-time instructors 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (ゼミナール) Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 4 Credits / 単位 4 
Office / 研究室  E-mail  
 

■Course Goals / 到達目標 
卒業研究を通して、情報収集、調査方法、論文の書き方、問題解決の手法を身につける。 

■Course Description / 講義の概要 

Graduate Research is a research project which a senior student conducts with the independent research theme as the 
capstone of his/her experience in the university. Under the supervision of a seminar professor, the student will develop a 
research plan, search for related studies, conduct fieldwork, and discuss with other students and professors. The student 
must present the result of the project in the form of undergraduate thesis and a verbal presentation. 
In order to register for this course, students are required to belong to a seminar and ask the seminar professor to be the 
research advisor. 
卒業研究とは、大学で修得した専門知識の集大成として、学生が主体的に独自のテーマを設定して行う研究

活動である。卒業研究を履修する学生は、研究活動の遂行のためにゼミ担当教員の指導の下で、研究計画の

設定、関連研究の調査、フィールドワーク、ディスカッションなどを行う。卒業研究の成果は、最終的に卒

業論文および口頭発表として報告されなければならない。 
この科目を履修するためにはゼミに所属し、ゼミ担当教員を研究アドバイザーとする必要がある。 

■Textbooks / 教科書 
各ゼミ指導教員の指示に従うこと 

■Course Readings / 指定図書 

Additional materials will be provided by the teacher. 
■Reference List / 参考文献 

Additional materials will be provided by the teacher. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
各ゼミ指導教員の指示に従うこと 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
各ゼミ指導教員の指示に従うこと 

■Additional Information / 留意点 

 
■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
本プロジェクトゼミは、参加人数によって活動方針や役割分担、そして授業計画が変わる。また、フィールド

ワークの日程も決める必要があるので、第１回目の講義には必ず参加してほしい。 
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科目名：プロジェクト・ゼミナールⅠ（教職キャリア向上講座）  
Course Title：Project Seminar I 

教員 / Instructor：廣田 敬則（Hirota, Takanori） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (ゼミナール) Semester / 開講学期 Spring - Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 305 E-mail hirota@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
教職に就くための基礎力量を高める。具体的には、①教職についての基本的な考え方や姿勢、教師の職務の

全体像の把握、②授業研究による授業実践スキルと授業分析・研究の方法的スキルの獲得、③生徒指導の個

別事例ケースの研修、④教師としての表現力や対人関係力のスキルの向上、⑤教育実習並びに教員採用試験

に向けての心構えの 5 点を到達目標とする。 

■Course Description / 講義の概要 
講義と演習形式の授業を基本とするが、教職課程の学生が教員とともに教職に関する知識や技能を深めるた

めの場とする。また、教師は、自ら学び続ける者として仕事を体得していく存在であるという認識のもとに、

教師としての「人間性」「専門性」「社会性」を高めるための姿勢を身につけさせたい。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

Additional materials will be provided by the teacher. 
■Reference List / 参考文献 

Additional materials will be provided by the teacher. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
学習態度：20％ 
授業内活動：50％ 
課題：30％ 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：プロジェクト・ゼミナールⅢ（藤沢湘南の戦争とその遺産） 
Course Title：Project Seminar III 

教員 / Instructor：藤田 賀久（Fujita, Norihisa） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (ゼミナール)  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail fujita-n@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

This Project Seminar tries to discover Wartime experiences of our Shonan-Fujisawa area. Our activities consist of 
reading materials and fieldwork, through which we will create a report that includes; 

1) A map depicting locations of war remains  
2) Pictures and reports of major war remains  
3) Report of interviews who experienced the war 
4) Our report will be disseminated on the web, and other means. 

「藤沢湘南の戦争とその遺産――私たちの住む地域の経験を振り返る」 
本プロジェクトゼミでは、私たちの大学がある湘南藤沢エリアが経験した戦争を考える。文献研究とフィー

ルドワークを通じて、教員と学生が力を合わせて以下の情報を記した報告書を作成することを目標とする。 
・藤沢湘南地域の戦争遺跡マップ 
・主要な戦争遺跡の写真や現地訪問報告 
・インタビュー記録 
本成果は、ウェブでの公開、また他大学や関係機関（藤沢市）等におけるポスター展示など積極的な対外公

開を考えている。 

■Course Description / 講義の概要 

Wartime Shonan-Fujisawa was one of the critical strategic area for both Japan and the Allies. For Japan, this area was 
critically important for the defense of Tokyo. For the Allied Forces, Shonan-Fujiwasa was the route to Japan’s capital , 
so and the bridgehead that would lead to the surrender of Japan.  

In this area, there remains many war-related ruins, including monuments of airfields, entrenchments, and bases. In our 
Project, we will visit such places, do research at local libraries, and interview with those who know the past. To recreate 
what happened in the past is our goal.   

私たちが学ぶ藤沢湘南エリアは、太平洋戦争（1941-1945 年）当時、非常に重要な戦略拠点であった。たと

えば湘南キャンパスの南北には日本海軍の飛行場があった。北側の厚木基地は今も存在するが、南側（藤沢

市善行）にあった飛行場は今はわずかな痕跡を残すのみである。 
さらに湘南海岸は、連合軍が日本本土に上陸する際の地点であった。日本側も、これに備えて各所に陣地を

構築した。江の島には砲台が築かれ、稲村ケ崎には特攻隊の基地も設けられた。こうした戦争の痕跡は今も

藤沢市や茅ケ崎市など私たちの身近なところに存在している。 
本プロジェクトゼミでは、これらの戦争遺跡を実際に訪ねる。さらには、当時のことを知る現地の人達を探

し当ててインタビューを行う。また、藤沢市図書館や藤沢市公文書館などを訪ねて資料を探す。この「文献

研究とフィールドワーク」を通じて、藤沢湘南の戦時中を再現していく。 

■Textbooks / 教科書 
特になし 
藤沢市総合市民図書館（藤沢市湘南台 7－8－12）所蔵の郷土資料等を参考にする。 

■Course Readings / 指定図書 
特になし 

■Method of Evaluation / 評価方法 
研究プロジェクトに対する貢献度を次の基準で評価する: 
・フィールドワークと文献研究: 50%（調査・研究対象に関する資料収集や現地視察、インタビューなどのク
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ラス外活動） 
・プレゼンテーションとディスカッション: 50%（クラスでの中間報告、他の班に対するコメントや調査方法

の提言、最終報告書の作成とプレゼンテーションなどのクラス内活動） 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
本プロジェクトゼミは、参加人数によって活動方針や役割分担、そして授業計画が変わる。また、フィールド

ワークの日程も決める必要があるので、第１回目の講義には必ず参加してほしい。 
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科目名：プロジェクト・ゼミナールⅣ & Ⅴ（寺島実郎学長監修リレー講座）  
Course Title：Project Seminar IV & V 

教員 / Instructor：西井 賢太郎（Nishii, Kentaro） 
 
Division / 分野 Elective / 選択 (ゼミナール)  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 各 2 
Office / 研究室 303 E-mail nishii@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
連続講座で提起される諸課題を理解し、自分自身の解決策を考える視座を養う。この知的作業を通じて、世

界と日本の構造変化に対する時代認識を磨き、寺島実郎学長が提唱する「知の再武装」の意義を理解する。 

■Course Description / 講義の概要 
今、私たちが住む世界は、本質的な構造転換に直面している。そのため、私たちは、広い視野で世界を見渡

し、自らの立脚点を深く見つめる視座（「外は広く、内は深い」鈴木大拙）の涵養が問われている。 
本科目は、寺島学長及び各界の専門家（国際情勢・経済・行政・ビジネス・IT・歴史など）による連続講座

である。講師及び講義テーマ一覧から伺えるように、我々の生きている時代を的確に把握し認識するための

示唆に溢れている。受講者は、時代に発信する識者の生の声を聞き、自らの問題意識を喚起し、より深化さ

せることで、現代世界を生きるヒントを獲得してもらいたい。 

■Textbooks / 教科書 
寺島実郎『世界を知る力――日本創生編』PHP 新書、2011 年 

■Course Readings / 指定図書 
寺島実郎『脳力のレッスン V―—ひとはなぜ戦争をするのか』岩波書店、2018 年 
寺島実郎『何のために働くのか――自分を創る生き方』文春新書、2013 年 
寺島実郎『世界を知る力』PHP 新書、2010 年 

■Reference List / 参考文献 
登壇する講師が随時、配布・紹介する。 

■Method of Evaluation / 評価方法 
平常点、講義メモ（専用ノート）、中間及び最終レポートの合計点で評価する。 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
(1) 第 1 回目のガイダンスに出席しない場合、履修は認められない。 
(2) 座席数が限られているため、履修希望者が多い場合は選抜を行う。 
(3) 地域住民をはじめとする一般参加者も聴講するため、受講ルールを厳守すること。 
(4) 中間レポートは科目担当講師が、最終レポートは学長が採点する。 
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科目名：プロジェクト・ゼミナール VI（日本伝統文化：いけばな理論と実践） 
Course Title：Project Seminar VI 

教員 / Instructor：長田 祥男（Osada, Sachio） 
 

Division / 分野 Elective / 選択 (ゼミナール)  Semester / 開講学期 Spring / Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail osada-s@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
グローバルな視点で日本の伝統文化をとらえ、理論と実技を学び、世界に向け日本を正しく伝えられる知識

と技術の習得を目標とする。単位認定者には池坊鳳秀流初伝位申請の資格が与えられる。 

■Course Description / 講義の概要 
近世の庶民に支えられた生活文化についての講義。いけばなの基本技術習得に向け実技指導。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

  
■Reference List / 参考文献 

 
■Method of Evaluation / 評価方法 
授業内活動 60％・学外活動レポート評価 20％・授業内実技試験 20％ 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
春季第 4 週目は 4 月 25 日（土）に、秋季 6 週目は 10 月 31 日（土）に華展会場での学外活動を予定している。

単位習得のため参加必須。 
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科目名：プロジェクトゼミナールⅦ（藤沢ストーリー） 
Course Title：Project Seminar VII 

教員 / Instructor：堂下 恵（Doshita, Megumi） 
 

Division / 分野 Elective / 選択（Seminar） Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 207 E-mail doshita@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
・グローバルスタディーズ学部のある藤沢市のことを深く理解できる 
・藤沢の発展や問題解決の取り組みに携われるようになる 
・藤沢のことをグローバルに発信できる 
Students will understand Fujisawa City thoroughly. 
Students will be able to involve themselves in activities which resolve problems and encourage development in 
Fujisawa. 
Students will be able to share the information and news of Fujisawa with the people in the world. 
■Course Description / 講義の概要 
本科目はグローバルスタディーズ学部のある藤沢市についての造詣を深め、グローバルに発信することので

きる人材を育成するための実践的な科目である。2020 年の東京オリンピック・パラリンピックでは藤沢市で

セーリング競技がおこなわれるが、在学生には江の島や藤沢駅周辺に足を運んだことが無い者もいる。本科

目では、座学と実地実習によって藤沢のことを知り、また、藤沢市に関係が深い方々に来校してお話をして

いただくことによって、履修者は地元・藤沢のことを深く知ることができる。加えて、藤沢市の国際交流や

インバウンドの発展等についても学び、地域のことを広く世界へ発信する試みも検討する。 
This course consists of seminars by the instructor, lectures by guest speakers, and fieldwork in Fujisawa City. Students 
will enhance the knowledge of this city, and they will be able to send valuable messages about Fujisawa to the world. 
■Textbooks / 教科書 
なし None 

■Course Readings / 指定図書 
なし None 

■Reference List / 参考文献 
必要に応じて授業中に紹介する Handouts if necessary 

■Method of Evaluation / 評価方法 
学修態度 10％ Learning attitude  
授業中の態度・ワーク 40％ In class behavior  
リアクションペーパー50％ Reaction paper 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし Nothing in particular 

■Additional Information / 留意点 
本科目は、教室での座学、藤沢市内での実習、ならびに藤沢市の行政や観光をはじめとして地域で活躍されて

いる方々に講義をしてもらう。評価方法の「授業中の態度・ワーク 40％」について、講師が来られた際に態度

が悪かった場合は全て減点する可能性がある。 
This course will have in class sessions and invited specialists from the City of Fujisawa will present materials on tourism 
and administrative departments. Evaluation will be based on in class behavior and work 40%, meaning students with 
problematic class attitude will be penalized when outside specialists are invited. 
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科目名：教育原理 
Course Title：Educational Principles 

教員 / Instructor：山田 知代（Yamada, Tomoyo） 
 

Division / 分野 教職に関する科目 Semester / 開講学期 Spring Break Intensive 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail yamada-t@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
・教育の基本的概念を説明できる 
・教育の理念にはどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、それらがどのように現れてきたかに

ついて説明できる 
・これまでの教育及び学校の営みがどのように捉えられ、変遷してきたのかを説明できる 

■Course Description / 講義の概要 

In this course, students learn basic concepts of Education. Education is one of the most familiar systems for human. But 
usually people cannot think about education deeply. The aim of this course is to think and discuss about education from 
two approaches. That is history of education and current education problem. Education has long history since human is 
born. Along the history, there are plenty of philosophy about education and viewpoint of child. We will learn the way to 
think about education sterically through understating the flow of history. In this modern society, education cause many 
problems in the process of improving the ability of children. Students acquire the ability to think about education when 
they learn problems which education cause 
教育という営みは、人間にとってもっとも身近なものの一つであるが、意外と意識化できていない。そこで、

できる限り各自の経験を意識化し、「教育」という営みについて客観的に理解できるようにしたい。特に本授

業では教育を「歴史の理解」と「現状の理解」という二つの観点からとらえることを目的とする。教育は有

史以来、洋の東西を問わず行われてきた。その過程において様々な思想があり、同時に多様な子どもの捉え

方が提起されてきた。このような歴史の流れを理解することを通じて、教育を立体的に考える能力をつける。

次に現状の問題理解という点であるが、現代社会において教育は生徒の能力を伸ばす中で様々な問題を引き

起こしている。この教育が引き起こす問題を理解することで教育をより深く考える能力を身に着ける。 

■Textbooks / 教科書 
坂田仰・黒川雅子・山田知代『学校現場の課題から学ぶ教育学入門』学事出版（2019 年） 

■Course Readings / 指定図書 
坂田仰・黒川雅子・山田知代『学校現場の課題から学ぶ教育学入門』学事出版（2019 年） 

■Reference List / 参考文献 
Assigned during the classes. 授業中に指定する 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Participation / 授業参加: 10% 
In–class performance / 授業内活動: 40% 
Exam / 試験: 50% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
本講義は教職科目の中の一科目でもあるので、教職課程履修の者は必修の授業である。 
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科目名：教職概論 
Course Title：Teaching Profession 

教員 / Instructor：廣田 敬則（Hirota, Takanori） 
 

Division / 分野 教職に関する科目 Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 305 E-mail hirota@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

This course comes under the category of "subjects concerning the meaning of teaching" provided for by the Teachers 
Licensing Act Enforcement Regulations. Therefore, the meaning of teaching, matters concerning teachers' roles, job 
content, etc. are taken up. Moreover, educational reform trends and present educational problems will be studied, and 
how schools grapple with or how teachers should respond to such problems will be considered using concrete themes. 
This goal of the course is to have those who want to be connected with the teaching think about what school education 
is, what is asked of teachers, etc. 
本科目は、教育職員免許法施行規則に規定されている「教育の基礎理解に関する科目」にあたる。したがっ

て教職の意義及び教員の役割や職務内容等に関する事項を取り扱う。また、近年の教育改革の動向、現在の

教育問題については、具体的なテーマをあげて学校の取り組み方や教員の対応の在り方等に関して考えてい

くこととしたい。本講義は、教職に携わろうと考えている者が、学校教育とは何か、教員に求められるもの

は何か等について考えることを目的とする。 

■Course Description / 講義の概要 

Students will deepen their thoughts of class making, homeroom operation, group organization, and school making. 
Additionally, students will think about the open school in the community. Finally, this course includes basic issues 
regarding a teacher profession such as the significance of the teacher's profession, the role of the teacher and the work 
contents, and so on. A principle of a current teacher's education system and the political challenge, and demands for 
school teachers from the society is to establish an image of a teacher as profession while thinking about the quality and 
the ability of the school teacher demanded in recent political conditions.  
授業づくり、学級経営、集団づくり、学校づくりを考察する。そして、地域に開かれた学校について考える。

教職についての基本的事項（教職の意義、教員の役割、職務内容等）を知り、現行教員養成制度の原理や政

策的な課題、社会の教師に向けての要求等につても理解する。また、近年の政策動向のなかで、新たに求め

られつつある教師の資質と力量について考えながら、自己の教職観・教師像の構築をはかる。 

■Textbooks / 教科書 
佐藤春雄 著「教職概論 第 5 次改訂版」学陽書房、2018 年 

■Course Readings / 指定図書 

Additional materials will be provided by the teacher. 
■Reference List / 参考文献 

Additional materials will be provided by the teacher.  
■Method of Evaluation / 評価方法 
Attendance / 学習態度: 10% 
Assignment / 課題: 30% 
Presentation / 発表: 20% 
Final Examination / 期末試験: 40% 

■Additional Information / 留意点 
・Students who would like to register for this course must attend the class in Week 1. 
履修希望者は第 1 週の授業に必ず出席すること。 



【Teacher's License Program /教職に関する科目】 

169 

科目名：教育制度論 
Course Title：Educational System  

教員 / Instructor：廣田 敬則（Hirota, Takanori） 
 

Division / 分野 教職に関する科目 Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 305 E-mail hirota@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

The course aims to learn the basic terminologies and concepts of school education systems, public administration, and 
laws. 
学校教育に関する制度、行政、法規に関する基礎的な用語・事実など、教職に必須と考えられる知識を身に

付けることを目標とする。 

■Course Description / 講義の概要 

This course takes a general view of the basic philosophy of education and of the laws concerning schools, students, etc. 
There are problems that occur at schools that are contested in court. Therefore, in this course, the relation between 
school education activities and the law is considered by looking at judicial precedents related to school accidents, school 
regulations, bullying, etc. 
本講義は、教育の基本理念、学校の管理運営に関わる法規、教員の研修・服務規定などに関わる法規、児童・

生徒に関わる法規について概観することをねらいとする。また、学校で発生した問題が法廷の場で争われる

ケースも存在する。したがって、学校事故をはじめとして、校則、いじめなどの判例からも学校教育活動と

法の関係を考察する 

■Textbooks / 教科書 
坂田仰・河内祥子・黒川雅子・山田知代共著『新訂第３版 図解・表解教育法規』教育開発研究所、2017 年 

■Course Readings / 指定図書 

Additional materials will be provided by the teacher. 
■Reference List / 参考文献 
特になし 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Attendance / 学習態度: 10% 
Assignment / 課題: 30% 
Presentation / 発表: 20% 
Final Examination / 期末試験: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
・Students who would like to register for this course must attend the class in Week 1. 
履修希望者は第 1 週の授業に必ず出席すること。 
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科目名：教育課程総論 
Course Title：The Study of Curriculum  

教員 / Instructor：岡田 佐織（Okada, Saori） 
 

Division / 分野 教職に関する科目  Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail okada-s@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
教育課程の設計のための基本的な知識及び技能を修得することで、以下の能力を獲得することを目指す。 
(1) 国際的・社会的な環境変化が、教育課程の編成にどのような影響をもたらしているのかを説明することが

できる。 
(2) 教育課程編成の基本原理に基づいて、授業案を作成することができる。 

(3) 現在の学校がどのような教育課題を抱えているかについて、自身の意見を述べたうえで、その解決に向けて今後

どのようなカリキュラム・マネジメントが必要になるかを論じることができる。 

The course goal is to get the basic knowledge and skills to do “curriculum design” at school. Students are desired to 
gain abilities to; 
(1) explain how international/social changes affect national and school curriculum. 
(2) make appropriate teaching plans based on theories of curriculum design. 
(3) identify the challenges facing modern schools and describe own opinions on curriculum management to overcome 

these challenges. 
■Course Description / 講義の概要 
上記の到達目標を実現するため、この授業では、 
(1) 教育課程の理論と方法，(2) 学習指導要領の変遷，(3) 学校を基盤としたカリキュラム・マネジメント 
について取り扱う。This course has three sections; (1) theories and methods of curriculum design, (2) The history of 
the Japanese national curriculum, “course of study”, (3) school-based curriculum management.  

■Textbook / 教科書 
(1) 細尾萌子・田中耕治編著 2018 『教育課程・教育評価』 ミネルヴァ書房 /Moeko Hosoo, Kouji Tanaka 2018  

Curriculum design and educational evaluation minervashobo. 
(2) 時事通信出版局 2017 『授業が変わる！新学習指導要領ハンドブック 中学校英語編』時事通信出版局 
  /Jijitsuusin Syuppankyoku 2017 Changing the Course of Study〔English in Junior High School〕 

Jijitsuusin Syuppankyoku. 
■Course Readings / 指定図書 
(1) 文部科学省 2018 『高等学校学習指導要領』。/MEXT 2018 Course of Study at High School. 

■Reference List / 参考文献 
(1) 奈須 正裕 2017 『「資質・能力」と学びのメカニズム』東洋館出版社。 

/Nasu Masahiro 2017 Tohyohkan Syuppannsya. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
単位認定は（1）授業への参加態度 15％、（2）小テスト（6 回実施） 30%、（3）授業案の作成・プレゼンテー

ション・ディスカッション 30%、（4）レポート 25%で評価する。/The method of evaluation is (1) learning attitude 
in the classroom (15%), (2) examination (30%), (3)teaching plan (30%), (4) course paper (25%). 
■Additional Information / 留意点 
履修者数や履修生の理解度に応じて、授業内容を適宜変更することがある。Depending on the number of students 
and the degree of understanding of students, the contents of the lesson may be changed accordingly. 
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科目名：道徳教育論 
Course Title：Study of Ethics Education  

教員 / Instructor：廣田 敬則（Hirota, Takanori） 
 

Division / 分野 教職に関する科目  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 305 E-mail hirota@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
１．学校教育（公教育）の中における「道徳・道徳教育」の役割、意義を理解し、教育の根幹を成すも     

ので在ることを実感し、実践に移せる能力を養う。 
２．主として「人権教育」の視点から、「道徳教育」の意義を理解する。 
３．「道徳教育」の歴史的概要を知り、特に「新学習指導要領」の「道徳教育」の内容を理解し、授業を具体

的に構想（計画）する力をつける。 
４．「模擬授業案（指導案）」を作成、発表し、意見交換する力をつける。 

■Course Description / 講義の概要 
１．公教育の組織化の歴史との関連で、「道徳教育とは何か」「学校教育の中における道徳の在りよう」につ

いて考える機会を組織する。 
２．「道徳」は個人の価値観の形成に関わる。そのため、慎重な配慮が必要であることにも注意を促す。 
３．「学校全体」「学年全体」「学級の中」で「道徳の時間を運営する」専門的力量を育成するため、「新学習

指導要領」に基づいた「具体的問題」を検討する。 
４．「道徳教材」を作成、その教材を基にした模擬授業を行い、相互評価を行う。 
５．「道徳教育」の授業案（指導案）を作成し、発表・評価する。 

■Textbooks / 教科書 
１．文部科学省『中学校学習指導要領 特別の教科 道徳」2018 年 3 月  
２．貝塚茂樹・ 明伸編著『道徳教育を学ぶための重要項目１００』教育出版 2016 年 

■Course Readings / 指定図書 
１．坂田仰 解説『新 教育基本法（全文と解説）』教育開発研究所、2007 年  
２．半藤一利『「昭和史」１９２６⇒１９４５』平凡社ライブラリー、2009 年 
３．半藤一利『「昭和史」１９４５⇒１９８９』平凡社ライブラリー、2009 年 
４．岩本俊郎、田沼朗、志村欣一、浪本勝年編『資料 道徳教育の研究 新版』北樹出版、1994 年 
５．鈴木翔、解説 本田由紀『教室内カースト』光文社新書、2013 年 
６．諸富祥彦『道徳授業の新しいアプローチ』明治図書、2005 年 
７．渡部昇一監修『国民の修身 高学年用』産経新聞出版、2013 年 
８．ロン・クラーク著、亀井よしこ訳『みんなのためのルールブック あたりまえだけど とてもたいせつ

なこと』草思社、2004 年 
９．押谷由夫・諸富佳彦・柳沼良太編著『新教科道徳はこうしたら面白い』図書文化社、2016 年 

■Reference List / 参考文献 
１．北野武『新しい道徳 ―いいことをすると気持ちがいいのはなぜか』幻冬社、2015 年 
２．高橋哲哉『教育と国家』講談社現代新書、2004 年 
３．津守房江『育てるものの目』婦人之友社、1984 年 
４．有田和正『「修業の時間」を止めない教師に』明治図書、2006 年 
５．荻上チキ『いじめを生む教室・子どもを守るために知っておきたいデータと知識』PHP 研究所 2018 年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
１．学習態度：１０％ 
２．毎時間講義中の質疑及び講義後の反省録の内容の有無：２０％ 
３．講義中の作成模擬授業案（指導案）の完成度：２０％ 
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４．春期テスト（配布資料より授業案作成）の完成度：５０％ 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：特別活動 
Course Title：Extra-curricular Activities 

教員 / Instructor：関根 教博（Sekine, Norihiro） 
 

Division / 分野 教職に関する科目  Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail sekine@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
１ 学習指導要領における特別活動の目標及び主な内容について説明できる。 
２ 教育課程における特別活動の位置付けと各教科等との関連について説明できる。 
３ 学級活動・ホームルーム活動の特質について説明できる。 
４ 児童会・生徒会活動、クラブ活動、学校行事の特質について説明できる。 

■Course Description / 講義の概要 
学校の教育課程における重要な一領域である特別活動は，児童・生徒の人間形成上重要な教育活動であるこ

とを認識し，その理論と実践的手法を獲得することを目指す。他教科・他領域との関連を学習し、学級活動

等における特別活動の指導案を作成し、模擬授業ができる。 
教育課程改革の経緯や学習指導要領の変遷をふまえて、特別活動の「なすことにより学ぶ」という本質から、

教育的な意義と目標、特質、教員としての実践的な資質や指導力の習得を図る。自らの学級活動、生徒会活

動、学校行事等を振り返り、特別活動の内容の理解を深める。グループワーク等による体験的な活動を取り

入れ、コミュニケーション力が育成できるようにする。 

■Textbooks / 教科書 
講義ごとにプリントを配布する。 

■Course Readings / 指定図書 
文部科学省編『中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 特別活動編』 
文部科学省編『高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説 特別活動編』 

■Reference List / 参考文献 
堀井啓幸・山西哲也・坂田仰編『特別活動の理論と実践』教育開発研究所、2002 年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Active Participation/ 主体的な授業参加度: 10%  Assignment / 課題: 30% Presentation / 発表: 20% 
Final Examination / 期末試験: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
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科目名：教育方法 
Course Title：Teaching Methods 

教員 / Instructor：竹内 一真（Takeuchi, Kazuma） 
 

Division / 分野 教職に関する科目 Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室 304 E-mail takeuchi-k@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

There are two main goals of this course. 
1) To acquire theoretical knowledge of teaching method 
2) To acquire practical knowledge of teaching method in educational context 
本講の目的は大きく 2 つある 
１）グローカルな視点から現代の学校教育において求められる教育方法の理論的な知識を学ぶ 
２）理論的な知識を自らの教育実践において使えるようにし，社会の発展に貢献する力を育成する 

■Course Description / 講義の概要 

Along course goals, students are needed not only to learn general knowledge of teaching method, but also to ensure to 
use that knowledge in educational context. Therefore, this course offers many opportunities to improve practical 
knowledge of teaching through group activity, discussion, debate, mocked class. This course request students to 
participate in each class actively. Each class uses visual material such as video, picture to encourage students to learn 
real situations in a current school.  
到達目標に沿って講義では知識を学びつつ、その知識を使って実践的な経験を培う場を設ける。そのため、

授業全体を通じて、ただ座って聞くだけでなく、学生自らが主体的に参加することになる。グループワーク

やディスカッション、模擬授業など様々な形の中で、現在学生自身が持っている教育方法に関する知識や経

験をふり返り、伸長を促していく。また、個々の講義では動画などの視覚資料も使いながら、急激に変化し

ている教育現場をできるだけ生き生きと捉え、その中で自らがどのように教えたらよいのかということを差

し迫った問題として考えることができるよう授業を進めていく。 

■Textbooks / 教科書 

 
■Course Readings / 指定図書 

Assigned during the classes.   
授業中に指定する 

■Reference List / 参考文献 

Assigned during the classes. 
授業中に指定する 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Report / レポート: 10% 
Trial lesson / 模擬授業: 60% 
Final exam /テスト: 30% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 

 
■Additional Information / 留意点 
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科目名：生徒指導・進路指導論 
Course Title：Student and Career Guidance  

教員 / Instructor：関根 教博（Sekine, Norihiro） 
 

Division / 分野 教職に関する科目 Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail sekine@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
１ 生徒指導の意義と教師の役割について説明することができる。 
２ 進路指導の意義と教師の役割について説明することができる。 
３ 生徒指導・進路指導における学校組織の在り方や外部機関との連携について具体的な施策を提案できる。 

■Course Description / 講義の概要 
生徒指導は児童・生徒一人一人の人格を尊重し、社会的資質や行動力を身につけさせ、人格の完成を目指し

て教育活動全体を通じて行われるものである。生徒指導の理論及び方法について理解し、生徒集団全体に対

する指導、個別の課題を抱える生徒への指導のあり方について考える。進路指導は、児童及び生徒が自ら、

将来の進路を選択・計画し、その後の生活によりよく適応し、能力を伸長するように、教員が組織的・継続

的に指導・援助する過程であり、長期的展望に立った人間形成を目指す教育活動である。進路指導・キャリ

ア教育の視点に立った授業改善や体験活動、評価改善の推進やガイダンスとカウンセリングの充実、それに

向けた学校内外の組織的体制に必要な知識や素養を身に付ける。 

■Textbooks / 教科書 
講義ごとにプリントを配布する。 

■Course Readings / 指定図書  
「生徒指導提要」文部科学省 ２０１０年 

■Reference List / 参考文献 
「生徒指導・進路指導の理論と実際改定版」川村茂雄編著 図書文化 ２０１９年 
「最新生徒指導・白指導論ガイダンスとキャリア教育の理論と実践」吉田辰雄編著 図書文化 ２０１６年 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Active Participation// 主体的な授業参加度: 10%  Assignment / 課題: 30% Presentation / 発表: 20% 
Final Examination / 期末試験: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特になし 

■Additional Information / 留意点 
特になし 
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科目名：教育相談 
Course Title：Educational Counseling 

教員 / Instructor：石島 照代（Ishijima, Teruyo） 
 

Division / 分野 教職に関する科目  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 2 
Office / 研究室  E-mail ishijima@tama.ac.jp 
 
■Course Goals / 到達目標 
【全体の目標】本講義では、各学校種（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校）の教員が学校現場にお

いて求められる心理学や精神医学の基礎的な知識や基礎的なカウンセリング技能を学びます。この授業では

さまざまなケーススタディを通してカウンセリングや心理学のワークに親しみながら、コミュニケーション

の相手（子ども・保護者・同僚の教師）だけでなく、自分自身に対する理解を深めることも目指します。 
【個別の目標】 
・教育相談の果たす役割とその重要性について説明できる。 
・カウンセリングの主要なアプローチの特徴と違いについて説明できる。 
・現代の子どもが直面する精神的・社会的な困難に関して説明できる。 
・基礎的な傾聴の技法を身につける。 
・効果的な援助活動を行う上で必要となるセルフケアの方法を知る。 
■Course Description / 講義の概要 
【講義の内容】教育相談とは、さまざまな困難を抱えた生徒一人ひとりの状況に合わせて、より良い学校生

活を送ることができるように助言、支援することですが、場合によっては保護者の相談に応じることも考え

られます。この授業では教育相談を行う教師は必読の「生徒指導提要」（文部科学省）を解説しながら、生

徒が経験するさまざまな困難の実際とその支援方法について、学校画面におけるケーススタディを通じた理

論的学習と体験的学習の両面から学んでいきます。 
【講義の形式】講義とグループワーク（傾聴・自己理解のワークなど）を中心とした形式で行います。 
【受講上の注意】本講義では講義だけでなく小グループでのワークやディスカッションを行うため、遅刻や

欠席はできる限り避けてください。 
■Textbooks / 教科書 
桜井 美加・齊藤 ユリ・森平 直子（2016）．教育相談ワークブック 北樹出版 
向後 礼子・山本 智子（2014）．ロールプレイで学ぶ教育相談ワークブック ミネルヴァ書房 

■Course Readings / 指定図書 

 
■Reference List / 参考文献 
文部科学省（2010）生徒指導提要 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1404008.htm 

■Method of Evaluation / 評価方法 
・主体的（積極的）な授業参加度 / Active Participation：45%  
・期末試験 / Term Examination：55％（持ち込み不可） 
【評価基準】A+=90 点以上、A＝80-89 点、B=70-79 点、C=60-69 点、F=59 点以下 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
特に無し 
■Additional Information / 留意点 
・本講義は教職科目の中の一科目でもあるので、教職課程履修の者は必修の授業である。 
 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1404008.htm
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科目名：英語科教育法Ⅰ 
Course Title：Teaching Method on Teaching English I 

教員 / Instructor：山田 大介（Yamada, Daisuke） 
 

Division / 分野 教職に関する科目 Semester / 開講学期 Spring 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 104 E-mail yamada-d@tama.ac.jp 
 
■Course Goals / 到達目標 
教育に関心を持ち、意欲的に他者とかかわることができる中学校英語教員として社会に貢献するために必要

とされる知識と技術を習得し、中学校検定教科書を使用して授業を行えるレベルの実践力を身に付けること

を目標とする。To learn knowledge required to become a licensed teacher of English at junior high school in Japan. 
To acquire basic skills for teaching English to junior high school students using authorized English textbooks for junior 
high school.  
■Course Description / 講義の概要 
主な内容や授業方法は次の通り。(Brief contents of the course and activities) 
・主な英語教授法および中学校学習指導要領についてテキスト、その他の文献を読み、クラスでディスカッ

ションを行う。(A chronological overview of the Course of Study and main English teaching methodologies) 
・中学校検定教科書を中心とした教材研究（学生が個人、またはグループによる）。(Study of authorized English 

textbooks for junior high school and other teaching materials) 
・学習指導案の作成法を学び、学生自身がグループまたは個人で模擬授業を行う。(How to draw up a lesson plan 

and implement a model lesson including peer review) 
その他、評価法、テスト作成の方法などを含む。 

■Textbooks / 教科書 
村野井仁 他. (2018)『統合的英語科教育法』成美堂.（main textbook） 
田崎清忠(編). (2011)『現代英語教授法総覧』大修館書店.（secondary main textbook） 

■Course Readings / 指定図書 
授業時に指示（will be given in class.） 

■Reference List / 参考文献 
・中学校/高等学校学習指導要領（外国語編） 
・村野井仁. (2006)『第二言語習得研究から見た効果的な英語学習法・指導法』大修館書店.  
・小泉利恵, 印南洋, 深澤真. (2017)『英語テスト作成ガイド』大修館書店. 
・金谷 憲 他. (2014)『英語授業ハンドブック 中学校編』大修館書店.  
・金谷 憲 他. (2012)『英語授業ハンドブック 高等学校編』大修館書店. 
・各種中学校、高等学校の英語検定教科書 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Presentation / プレゼンテーション（模擬授業、模擬問題）: 40% 
Report / レポート: 20%  
Final examination / 最終テスト: 30%  
Performance of class activities / 学習活動への積極性: 10% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
教育実習を行う予定の学生に限る。 

■Additional Information / 留意点 
評価法については履修者人数により変更する可能性あり。 
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科目名：英語科教育法Ⅱ 
Course Title：Teaching Method on Teaching English II 

教員 / Instructor：山田 大介（Yamada, Daisuke） 
 

Division / 分野 教職に関する科目 Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 
Office / 研究室 104 E-mail yamada-d@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 
教育に関心を持ち、意欲的に他者とかかわることができる高等学校英語教員になるために必要とされる知識

と技術を習得し、高等学校検定教科書を使用して授業を行えるレベルの実践力を身に付けることを目標とす

る。また、小学校英語教育についての知識および技術も修得する。To learn knowledge required to become a 
licensed teacher of English at high school in Japan. To acquire basic skills for teaching English to high school students 
using authorized English textbooks for high school, as well as to elementary school pupils. 
■Course Description / 講義の概要 
主な内容や授業方法は次の通り。(Brief contents of the course and activities) 
・主な英語教授法および高等学校学習指導要領についてテキスト、その他の文献を読み、クラスでディスカ

ッションを行う。(A chronological overview of the Course of Study and main English teaching methodologies) 
・個人またはグループで行う高等学校検定教科書を中心とした教材研究。(Study of authorized English textbooks 

for high school and other teaching materials) 
・学生自身がグループまたは個人で行う模擬授業、および peer review。(How to draw up a lesson plan and 

implement a model lesson, and peer review) 
その他、英語で英語授業を行うための実技練習を含む。 

■Textbooks / 教科書 
村野井仁, 他. (2014)『統合的英語科教育法』成美堂. 

■Course Readings / 指定図書 
授業時に指示（will be given in class.） 

■Reference List / 参考文献 
・中学校/高等学校学習指導要領（外国語編） 
・田崎清忠編. (1995)『現代英語教授法総覧』大修館書店. 
・小泉利恵, 印南洋, 深澤真.(2017)『英語テスト作成ガイド』大修館書店. 

・金谷 憲 他.(2014)『英語授業ハンドブック 中学校編』大修館書店.  

・金谷 憲 他.(2012)『英語授業ハンドブック 高等学校編』大修館書店. 

・若林俊輔, 根岸雅史. (1993) 『無責任なテストが「落ちこぼれ」を作る』 大修館書店. 

・各種中学校、高等学校の英語検定教科書 

■Method of Evaluation / 評価方法 
Presentation / プレゼンテーション（模擬授業、模擬問題、教案 複数回の提出）: 60% 
Final essay / 最終エッセイ: 30%  
Performance of class activities / 学習活動への積極性: 10% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
英語科教育法Ｉが履修済みであること。 

■Additional Information / 留意点 
評価法については履修者人数により変更する可能性あり。 
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科目名：介護等体験実習事前事後指導 
Course Title：The pre/post guidance for experience training / practicing (including nursing) 

教員 / Instructor：廣田 敬則（Hirota, Takanori） 
 

Division / 分野 教職に関する科目  Semester / 開講学期 Spring  
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 1 
Office / 研究室 305 E-mail hirota@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

Teaching License Special Law (1997, Law No. 90) regulated experience training/practicing (including nursing) at the 
social welfare and special needs school.   
The goal of this course is gaining a deeper understanding of the effects and significance of experience 
training/practicing (including nursing). Further, the students will gain clearer knowledge about experience training 
institutions and will be prepared to participate in experience training themselves.     
教職免許特例法（平成 9 年法律 90 号）に定められた社会福祉及び特別支援学校における介護等体験の趣旨、

及び意義を理解する。体験実習の施設についての認識を深め、参加のための準備を整える。 

■Course Description / 講義の概要 

Through this course, students will learn the effects and significance of the experience training system. At the end of the 
semester, students should have a clear understanding of the manners and practice in terms of education, care and 
assistance within the special need schools and social welfare facilities. Further, students will acquire an understanding of 
social manners.     
本講義では、介護等体験の制度と趣旨及び目的を学ぶ。特別支援学校及び社会福祉施設における教育や介助・

介護の実際と守るべきマナー、および社会的常識等について理解する。 

■Textbooks / 教科書 
・全国特別支援学校長会 編『介護等体験ガイドブック フィリア インクルーシブ教育システム版』ジアース

教育新社 
・東京都社会福祉協議会『介護体験マニュアルノート 改版』 

■Course Readings / 指定図書 

Additional materials will be provided by the teacher. 
■Reference List / 参考文献 

Additional materials will be provided by the teacher. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Attendance / 学習態度: 10%  
Class Participation / 授業参加及び発表: 30% 
Assignments / 課題: 30% 
Examination / 試験: 30% 

■Additional Information / 留意点 
Following the junior high school teacher's license acquisition, this is a required course in terms of "the experience 
training of care /assistance in social welfare and special needs schools."  
中学校教員免許状取得のために必要な「社会福祉及び特別支援学校における介護等体験の実習」には、本講座

の履修が必須条件となっている。 

http://www.amazon.co.jp/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E9%95%B7%E4%BC%9A/e/B00J5BZTP6/ref=dp_byline_cont_book_1
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科目名：教育実習Ⅰ・Ⅱ 
Course Title：Student Teaching I, II 

教員 / Instructor：廣田 敬則（Hirota, Takanori）/ 大場 智美（Ohba, Tomomi） 
 

Division / 分野 教職に関する科目  Semester / 開講学期 Spring  
Grade / 配当年次 4 Credits / 単位 I (3), II (2) 
Office / 研究室 305、102 E-mail hirota@tama.ac.jp、ohba@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

The teaching practicum is an opportunity to put into the practice theories and approaches explored during classes on 
campus. It strengthens the students' ability to determine what is appropriate in any given context and to assess strengths 
and weaknesses. 
大学で学んだ理論と知識を背景に、教育現場で教育活動を体験することにより、教員としての能力や資質を

高めることを目的とする。 

■Course Description / 講義の概要 

1) understanding activities at school, 2) learning classroom management, 3) teaching English, 4) participating in 
extracurricular activities, 5) understanding the teaching profession, and 6) assessing strengths and weaknesses. 
１）学校全体の教育活動がどのように計画され運営されているかを理解する ２）学級全体の円滑な運営方

法を学ぶ ３）教科指導を実践する ４）生徒とともに活動に参加しながら、生徒を適切に指導する方法を

学ぶ ５）教師としての職務、勤務内容を理解する ６）教師としての適性を理解し、自己の資質向上のた

めの目標を発見する 

■Textbooks / 教科書 
学習指導要領・プリント 

■Course Readings / 指定図書 

Additional materials will be provided by the teacher.  
■Reference List / 参考文献 

Additional materials will be provided by the teacher.  
■Method of Evaluation / 評価方法 
Attendance / 学習態度: 20%  
Class Participation / 授業参加及び発表: 40% 
Assignments / 課題: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
教育実習前に履修すべき教職科目の必要単位を取得し、教育実習許可者であること 

■Additional Information / 留意点 
中学校・高等学校教員免許状取得のために必要な「教育実習」には、本講座の履修が必須条件となっている。 
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科目名：教職実践演習（中・高） 
Course Title：Teaching Practice 

教員 / Instructor：廣田 敬則（Hirota, Takanori） 
 
Division / 分野 教職に関する科目  Semester / 開講学期 Fall 
Grade / 配当年次 4 Credits / 単位 2 
Office / 研究室 305 E-mail hirota@tama.ac.jp 
 

■Course Goals / 到達目標 

This course will provide you an opportunity to reflect on what you have learned in the teacher-training course and in the 
junior and senior high school teaching practicum. 
4 年次前期までに教職課程における各科目で習得してきた内容、及び教育実習で得てきた体験等を振り返り、

自分の現在の到達点と補完を必要とする点を理解する。 

■Course Description / 講義の概要 

We will also explore practical ways to deal with multiple problems that schools and teachers currently face through 
role-playing and discussion. 
現在、学校が抱えている教育課題に必要となる対応等についてロールプレイやディスカッション等を通じ、

より具体的な考察を試みる。また、授業力の向上を目的とした模擬授業を実施し、よりよい授業力向上への

方途を探求していく。 

■Textbooks / 教科書 

Additional materials will be provided by the teacher. 
■Course Readings / 指定図書 
特になし 

■Reference List / 参考文献 

Additional materials will be provided by the teacher. 
■Method of Evaluation / 評価方法 
Attendance / 学習態度: 20% 
Assignment / 課題: 40%（レポートを含む） 
Presentation / 発表: 40% 

■Prerequisite / 事前履修科目等 
教職課程の科目（本科目が最終履修科目となる） 

■Additional Information / 留意点 
各自の履修カルテを使用する 
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科目名：文化グローバリゼーション入門 
Course Title：Introduction to Cultural Globalization  

 

Division / 分野 Core / 選択必修 Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
 

■Course Description / 講義の概要 

This course is to investigate cultural globalization by looking at the presence of Japanese popular culture outside Japan. 
At the beginning of the course, the lectures will cover the theories of cultural globalization as well as critically 
examining the relationship between culture and nation-states. The course then examines the evolution of Japan from a 
nation largely associated with the assimilation and ‘remaking’ of popular culture from abroad to one which is now 
successfully projecting its own cultural creations onto a global stage. Ultimately, the course addresses the question of 
how such trends are redefining the image of Japan in the world and the ways in which Japan is influencing and 
appealing to a generation of global youths through its exertion of ‘soft power’. 
本講座は日本の大衆文化の海外での受容を例にとりながら文化グローバリゼーションについて考察する。講

座の最初の部分では、文化グローバリゼーションの理論を概観するとともに文化と国民国家との関係につい

て批判的に考察する。また、戦後日本の海外との文化的な関わり合いの歴史を追っていき、海外の大衆文化

に同化し、「リメーク」することで知られていた日本が、独自の文化的創造物をグローバルな舞台に成功裏に

投影するまでに進展したことについて本講義では考察していく。最終的には、これらのトレンドが世界にお

ける日本のイメージをどのように再形成し、「ソフトパワー」によって世界の若者に影響を与え魅了している

か、その状況を検証していく。 
 
 
 
科目名：Studies in Global Events: World-views and Policy I & II  
Course Title：Studies in Global Events: World-views and Policy I & II 

 

Division / 分野 General / 共通 (上級英語)  Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 各 2 
 
■Course Description / 講義の概要 

This a weekly course for students to understand important events more deeply by considering underlying the underlying 
values that caused conflict in significant moments of recent history. Classes are conducted with a lecture/discussion 
format. I will make us of films, documentaries, and other visual media to make sure all students, regardless of English 
level, will be able to understand. 
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科目名：Volunteerism: A Historical Survey of NGOs I & II 
Course Title：Volunteerism: A Historical Survey of NGOs I & II 

 

Division / 分野 General / 共通 (上級英語)  Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 各 2 
 

■Course Description / 講義の概要 

This is a weekly course for learners to study the role of NGOs in global civilization. This course is in English with a 
lecture/discussion format and has a special focus on global citizenship. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科目名：英語試験対策講座Ⅲ  
Course Title：Test Preparation III 

 

Division / 分野 General / 共通 (上級英語) Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 
 

■Course Description / 講義の概要 

This is an elective and advanced course on academic English. The aim of the course is to obtain higher marks on the 
TOEFL-iBT as a proof of English proficiency, and by doing so, to learn practical skills of academic English in studying 
at overseas universities in the future. Please note that, to register for this course, students MUST have already obtained a 
score of 450 or above on the TOEIC as a prerequisite. The students are expected not only to improve their four skills 
(reading, listening, speaking, and writing) in academic English but to motivate themselves to go to a university overseas 
in the future. The students must attend the class regularly, complete their homework, and take both the midterm and the 
term-end examination conducted in class. 
当科目は、選択科目であり、アカデミック英語の上級コースである。英語能力の証明として TOEFL-iBT でよ

り高い得点を取ること、そして将来海外の大学で学ぶ際に使える実用的なアカデミック英語力を身につける

ことを目標とする。なお、当科目を履修するには、過去の TOEIC で 450 点以上を取得していなければならな

いので注意すること。履修者はアカデミック英語における四つのスキル（読む、聞く、話す、書く）を学ぶ

だけでなく、将来海外の大学へ進学することも考えられるようにする。授業への出席、課題演習、講義内実

施の中間・期末テストの受験は必須である。 
 

 



【Not offered / 非開講】 

184 

科目名：科学の歴史  
Course Title：History of Science 

 

Division / 分野 General / 共通 Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 4 
 
■Course Description / 講義の概要 

In the famous Disney feature film "Fantasia"(1940), the narrator represents the animation as the representation of 
"science" and "coldly accurate". What do you mean by "scientifically accurate animation"? You can easily find similar 
rhetoric on TV programs and SNS sites like "scientifically proven" or "scientifically unbelievable". What is being 
"scientific"? What is the difference from "politically correct" or "religious truth"? During the course, based on the 
appropriate understanding of science methods and key concepts like formula, condition, theory, hypothesis, experiment, 
observation, logic, counterevidence, reproduction, paradigms and so on, also referring methodologies of science 
philosophy and STS, we will have arguments, presentations and peer reviews every week on different topics like 
“Blood types”, "Message from the water", "Effective Microorganisms" and others which are often regarded as 
"pseudo-science". 
1940 年にディズニーが制作した長編映画『ファンタジア』には、「科学的に正しいアニメーション」とされて

いる部分がある。アニメーションが「科学的」に正しいとは一体どういうことなのか。テレビやネット上で

も、「科学的に証明されている」、あるいは「科学的に考えられない」といった言葉は日常的に目にするもの

だが、「科学的」とは一体何なのか。「政治的に正しい」や「宗教的に明らか」とはどう違うのか。本講義で

は、科学哲学や STS などと呼ばれるジャンルの学問を参考にしながら、血液型占いや『水からの伝言』、EM
菌などといった「疑似科学」とされる領域や宗教と科学との違いや、法則、理論、仮説、前提、実験、観察、

論理、反証、再現性、パラダイムといった概念、自然科学と社会科学の手法の違いなどを踏まえ、各週のト

ピックに基づいた議論と発表、講評を繰り返していくことで、どうすれば科学的に思考し振る舞うことが出

来るか、実践的に探求していく。 
 
 

科目名：学習心理学 
Course Title：Psychology of Learning 

 

Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 

 
■Course Description / 講義の概要 

Learning means not only academic activities but also unconscious formation of behaviors and motions. We are always 
leaning something from the cradle (even before the cradle!) to the grave. In this course, the developmental process itself 
is regarded as learning. Through lectures and group discussions, students will learn and discuss how people develop in 
interaction with environment. Students will also study developmental disorders such as learning disorder and autism 
spectrum disorder. 
「学習」という行動･心理現象は、いわゆる「勉強」のような明示的な活動だけではない。私達は、胎児期か

ら死に至るまで、常に何かを「学習」している。つまり、「習慣」のような無自覚的な行動も学習の結果であ

る。本講義では、子どもから大人に至るまでの発達プロセスそれ自体を広義の学習と位置付け、ヒトが環境

との相互作用を通してどのように学習するかを学び、考察する。また、学習障害、自閉症スペクトラム障害

等の発達障害についても扱う。授業は、講義形式だけでなく、グループディスカッション等、インタラクテ

ィブな形式でもおこなう予定である。 

 



【Not offered / 非開講】 

185 

科目名：英語学基礎 
Course Title：English Linguistics Basic 

 

Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 1+ Credits / 単位 2 

 
■Course Description / 講義の概要 
授業では次のような文法事項を取り上げ、講義と演習を行います。 
 動詞と文型（他動詞と自動詞）(Verb and Sentence Pattern [transitive and intransitive verbs]) 
 時制と相 (Tense and Aspect) 
 To 不定詞 (To Infinitive) 
 能動態と受動態 (Active and Passive Voice) 
 分詞と動名詞 (Participles and Gerund) 
 無生物主語構文 (Inanimate Subject Construction) 
 単語の仕組み(Structure of English words) 
 他 (Others) 

 
 
 
 
 
 
 
科目名：職業理解とキャリア 
Course Title： 

       

Division / 分野 General / 共通  Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 1 Credits / 単位 2 

 
■Course Description / 講義の概要 
 長寿化による 100 年時代に突入、テクノロジーの発展による AI 時代の到来、グローバル化、価値観の多様

化による個人・家族・社会の変化、エネルギー資源の問題…etc。 
 時代の変革期に突入した現代において、漫然と学生時代を過ごすのではなく、世の中で起こっている様々

な変化や事象に対し『認知力』を向上させる。新たな時代を生き抜くために、自ら正解を導くための思考力

を養い、個人と社会を結びつけながら、時代に即した未来への歩き方を学ぶ。 

 
 



【Not offered / 非開講】 

186 

科目名：中国語Ⅲ 
Course Title：Chinese III 

 

Division / 分野 General / 共通 (外国語)  Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 2 
 

■Course Description / 講義の概要 

Chinese III is an intermediate-level Chinese language course. Besides continuing speaking and listening comprehension, 
this course also offers students more opportunities to enlarge their vocabulary, to improve their listening comprehension 
ability, and to develop their communication skills with the native Chinese. Unlike first-year Chinese course, this course 
will focus on enlarging your spoken vocabulary on various topics, and will help you to master the communication skills 
necessary when you visit or stay in China. Issues concerning cross-cultural differences will also be in discussion. Topics 
like, the difference of table-manner between Chinese and Japan, will deepen your understandings towards Chinese 
cultures. You are expected to participate actively in teaching activities (repetitive reading, dictation, role-play, etc.) 
during teaching hours and your performances will contribute to the final grading. There will be quizzes given relatively 
once a week by the instructor to make sure the content being taught before has been mastered.   
 中国語Ⅱから継続する授業である。一年の中国語学習を通じて養った中国語能力、特に会話能力と読解力を

さらに高いレベルへと引き上げる。「読み・書き・聞き・話す」ための、バランスのとれたコミュニケーショ

ン能力を身につけることを目指す。また背景にある中国文化を知ることにより「多様な文化受容マインド」

を培う。授業での課題取り組みや発表を通じて、他者の考えを明晰に理解し、自己の主張を的確に表現でき

るコミュニケーション能力を養うことをねらいとする。 授業の流れというと、基本的にはテキストに沿っ

て進める。プリントを使って課題練習や論議も取り込まれる。毎回の授業の冒頭に小テストを行い、前回の

授業に学んだ内容を確認する。 

 
 
科目名：現代観光研究Ⅰ 
Course Title：Current Issues in Tourism I 

 

Division / 分野 Elective / 選択（HM） Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 

 
■Course Description / 講義の概要 
 観光を学ぶことの一つの目的は、それぞれの地域における歴史・社会文化的文脈において、建造物や風景、

食事、芸能などを理解する力を身につけることである。つまり、世界には多様な歴史や文化、価値観がある

ことを知り、自文化を相対化する視点を持つことが求められる。世界を捉える視野を広げるための一つの試

みとして、今学期は、多摩大学と包括協定を結んでいる沖縄県名護市の公立名桜大学および那覇周辺地域で

の１週間程度の研修を含む夏季集中講義を実施する。 
 具体的には、第一に、沖縄の文化や歴史、観光産業について講義および実習をとおして学ぶ。第二に、セ

ーリング競技のルールや、オリンピックなど国際イベントの運営についての入門的な講義を受ける。第三に、

各自沖縄に関連する研究テーマを設定し、研修期間中に調査を行い、研修後成果を報告する。 

本科目をとおして、沖縄観光に関する理解を深めることができる。また、2020 年の東京オリンピックにおけ

る藤沢市江の島でのセーリング競技開催においては、本学部の学生が準備・運営にボランティアとして関わ

ることが期待されており、そうした活動に必要な基礎知識を身に着けることができる。最後に、自らテーマ

を決め研究を行い、報告することで、自主的な学習能力を高められる。 

 



【Not offered / 非開講】 

187 

科目名：現代観光研究Ⅱ 
Course Title：Current Issues in Tourism II 

 

Division / 分野 Elective / 選択（HM） Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 

 
■Course Description / 講義の概要 

Tama University has carried out agreements of friendship with both Japanese and overseas universities including Macau 
University, Macau. The University also concluded the agreement of cooperation with Fujisawa City and its Tourist 
Association concerning tourism management in 2015. In this course, students will gain the cutting-edge knowledge of 
tourism, possibly by utilising these agreements with overseas universities. Off-campus classes will probably be held at 
Macau University which offers excellent courses concerning hospitality management in cooperation with local hotels, 
resorts and tourism-related companies. 
多摩大学では、マカオ大学をはじめとする国内外の大学と協定を結んでいる。また、2015 年には、藤沢市・

藤沢市観光協会と観光に関する連携のための協定を結んだ。本科目では可能であれば海外の協定大学との関

係を生かして、観光研究に関する先進的な知識を習得できる授業を展開する。学外実習先は、周辺のホテル

やリゾート、観光関連企業と連携して卓越したホスピタリティ・マネジメントにかかる教育を提供している

マカオ大学になる可能性が高い。 

 
 
 
 
 
科目名：身体とアイデンティティ 
Course Title：Body and Identity 

 

Division / 分野 Elective / 選択 (HM) Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 

  
■Course Description / 講義の概要 

The body is at once material and symbolic. It's constructed in customs and practices, being affected by mass media, 
commercial advertisement, literature, etc. However it doesn't happen only in the passive process, we also interpret 
messages, reflect ourselves and make our bodies though we cannot do those in free will. In this course, lectures will be 
given from cultural anthropological or sociological perspectives. Especially, gender is a significant viewpoint in it. We 
re-think about making our bodies like make-ups, tatoos and cosmetic surgeries, discuss issues like health, disability and 
influence by media. Students taking this course are supposed to contribute to group discussions and workshops.  
身体は物質的なものであると同時に象徴的なものでもある。それは、マスメディアや商業広告、文学に影響

されながら、慣習や実践の中でつくられていく。しかし、それは受動的な過程だけでおこなわれるわけでは

ない。私たちは、メッセージを解釈し、自分を振り返り、そして身体をつくっていくのである（完全な自由

にではないにしても）。この授業では、文化人類学や社会学の視点からの講義となる。その中で、ジェンダー

は特に重要な視点である。化粧やタトゥー、美容整形といった、身体をつくることについて再考し、健康や

障害、メディアによる影響といったことについて議論していく。出席者はグループディスカッションやワー

クショップへの積極的な参加が求められる。 

 
 
 



【Not offered / 非開講】 

188 

科目名：国際関係論：中央アジア 
Course Title：International Relations of Central Asia 

 

Division / 分野 Elective /選択 (IS / ID) Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 
 

■Course Description / 講義の概要 

This course is an introductory lecture for learning fundamental issues about the Central Asia region. Central Asia 
(present Uzbekistan, Tajikistan, Kazakh, Kyrgyz, Turkmenistan and the neighboring regions) which have played an 
extraordinary large role to form the World history in various fields such as politics, economy and culture. This region 
broadly affects international society in many issues such as energy, environment and security policy. This course will be 
conducted in a multidisciplinary fashion, and the timetable will be divided into three steps: (1) fundamental knowledge 
(1st - 3rd weeks), (2) trans - regional elements (4th - 9th weeks) and (3) respective regional issues (10th - 14th weeks). 
本講は中央アジア地域に関する総合的な入門講座である。中央アジア地域（ウズベキスタン、タジキスタン、

カザフ、キルギス、トルクメニスタンおよび隣接諸地域）は歴史的に政治、経済、文化など多様な面で世界

史の形成に極めて大きな役割を果たした地域であり、今日でもとりわけエネルギー、環境、安全保障の各領

域で国際社会に大きな影響力を有している。本講座では全スケジュールを①基本的知識（第 1 週～第 3 週）、

②通地域的要素（第 4 週～第 9 週）、③個別地域の問題（第 10 週～第 14 週）の 3 つのステップに分かち、当

地域の概要を多角的に学んでいく。 

 
 
 
 
 
科目名：エネルギーと環境 
Course Title：Energy and Environment 

 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS) Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 

 
■Course Description / 講義の概要 
人口や経済活動の爆発による資源・エネルギー涸渇化と地球環境破壊、経済格差拡大による地域紛争の多発

が大きな人類的課題として目前に迫り、持続可能な社会の形成が最大の政策課題。 
特に地球温暖化への適応・緩和については、パリ協定が発効し、大きな政策展開が期待されるものの、問題

解決にはなお道遠く、省エネルギー／新エネルギー対策を含めた低炭素型社会の形成が決定的に重要。 
本コースは、21 世紀の課題、特に温暖化対策・低炭素社会形成を中心とする環境上の課題について、主とし

て科学・技術的側面から検討を行うものであり、｢環境保全入門｣の科学的・技術的展開編という性格。 
配布資料・スライド等を用いた講義を中心に実施し、クラス内で適宜議論を行う。コースの中盤以降におい

ては、学生による文献の読解・発表を多用する。技術等の実際を体験するため、適宜、外部講師の招聘、関

連する施設見学等（日本語で行われる場合がある）を行う。 

 
 
 



【Not offered / 非開講】 

189 

科目名：資源と環境 
Course Title：Resources and Environment 

 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS) Semester / 開講学期 Not offered  
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 4 

 
■Course Description / 講義の概要 
持続可能な社会の構築が最大の政策課題となっている今日、世界の資源状況を注視するとともに、廃棄物の

再利用・リサイクルを含めた持続可能な資源の利用、すなわち循環型社会を形成することは、特に大量の天

然資源や食糧を輸入に頼る我が国にとって決定的に重要である。本コースは、今日の資源問題を概説すると

ともに、解決策として資源の有効利用・循環利用に関し、世界の潮流及び我が国の制度、技術の現状及び方

向性を論じるものであり、「環境保全入門」の資源・廃棄物・リサイクル特論という性格を持つ。 
配布資料・スライド等を用いた講義、対策の実際を体験するための自治体や関係業界からの外部講師の招聘、

関連する施設見学等（日本語で行う場合がある）の他、特に、近年、大きく変りつつあるリサイクル諸制度

については、学生による発表により、関係者の役割分担等、新たな社会経済的意味を理解し、持続可能な社

会への道筋を考える。 

 
 
 
 
 
 
 
科目名：Web デザイン 
Course Title：Web Design 

 

Division / 分野 Elective / 選択 (IS / GB) Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 2+ Credits / 単位 4 

 
■Course Description / 講義の概要 

The word "design" in Japanese, often means techniques for improvement of appearance. However, "designing" does not 
just stands for tips of appearance enhancement. It also includes abilities to comprehend connotations and apprehend 
fundamental structure. Thus, "web design" requires a wide range of skills like graphics techniques, reading and writing 
skills, and appropriate understanding of information technology. During this course, a student should take the following 
3 steps to achieve your own personal website which will represent yourself; 1) Understand the basics of designing, 2) 
Understand IT background of web, 3) Practice. 
日本語のデザインという言葉は「見た目を綺麗にする」程度の意味に誤解されることが多いが、デザイン（設

計）という語は、単に見た目の問題を超えて、その中身の意図や構造の整理まで行うことを求められる。そ

のためウェブのデザインを行うためには、単に見た目に関する知識や技巧のみならず、読解や要約の力、ウ

ェブ上で作り上げるための情報技術についての理解などといった幅広いスキルが必要となってくる。本講義

では、①デザインについての理解、②ウェブを支える技術についての理解、③実践の 3 段階を経て、自身の

作品としてウェブサイトを一つ世に送り出せるようにするところまでを目指したい。 

 
 
 



【Not offered / 非開講】 

190 

科目名：特別支援 
Course Title： 

 

Division / 分野 教職に関する科目 Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 2 
 
■Course Description / 講義の概要 
学習上又は生活上の困難のある子供一人一人が、授業や学習活動に参加している実感及び達成感を持ちなが

ら学び、生きる力を身に付けていくことができるよう、幼児、児童及び生徒の学習上又は生活上の困難を理

解し、個別の教育的ニーズに対して、他の教員及び関係機関と連携しながら組織的に対応していくために必

要な知識及び支援方法を理解する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科目名：総合的な学習の時間の指導法 
Course Title： 

 

Division / 分野 教職に関する科目 Semester / 開講学期 Not offered 
Grade / 配当年次 3+ Credits / 単位 1 
 
■Course Description / 講義の概要 
情報化やグローバル化など、多方向に変化が加速している社会に対応できる資質、能力を培うため、主体的に

学び、行動できる子どもを育成する指導内容、指導方法を理解し、実践できるようにする。 




	表紙
	SGS2020年度シラバス統合版
	1_001-004_2020年度カリキュラム表(2014-2020)
	2019

	2_005-007_2019年度カリキュラム表(2009-2013)_2021年度は不要
	2009 2010 2011 2012 2013

	3_008-011_2019年度カリキュラムマトリックス表(2014-2019)
	2019

	4_013-018_語学
	5_019-036_コア
	6_037-087_共通一般_P84波線PIT
	『TOEIC L&RテストPart 3&4 鬼の変速リスニング1』『同2』（アルク）

	7_088-131_HM
	8_132-158_IS
	9_159-166_ゼミナール
	10_167-181_教職
	11_182-191_非開講
	Course Title：Body and Identity

	空白ページ

	裏表紙

