
 

授業科目名 社会学 

担当教員 宮台 真司 

必修の区分 必修 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １・２年第２クォーター 

講義内容 

本講座では、社会学とは何かについて多面的な考察を行う。社会は、われわれ

が日常接する集団や組織、あるいはもっと小さな人間関係などからも形成されて

いる。社会学とは、こういった組織や集団を研究対象とし、その仕組みやはたら

き（システム）を理解する学問である。本講座では前半でシステム理論の基礎概

念を学ぶ。後半では、それらを踏まえて、「近代社会の全体性の把握」をテーマ

に、より広範な社会学的なものの見方を学ぶ。 

到達目標 

１．「社会」とはなにか、「社会学」とはどのような学問かを理解する。 
２．社会システム理論の基礎的な概念を学び、社会をシステムの側から読み解
く視点を得る。 

３．「近代社会の全体性の把握」、すなわち部分の総和として全体を考えるので
はなく、社会を一つの有機体としてとらえる視点を身に着ける。 

４．宗教、政治、法など、社会を構成し制御する様々なシステムについての基
本的な概念を身につける。 

授業計画 

１社会とは何か(反啓蒙の思考伝統) 

２一般性とは何か(文脈自由としての近代) 

３システムとは何か(均衡システムと定常システム)／秩序とは何か(統計熱力学の思考) 

４意味システムとは何か(意味の４機能) 

５社会システムとは何か(生物有機体システムとの違い) 

６制度とは何か(予期ならびに二重の偶発性) 

７社会統合とは何か(合意モデルと信頼モデル) 

８パーソンシステムとは何か(意識と心理) 

９宗教システムとは何か(前提を欠いた偶発性の馴致による｢不条理処理｣) 

10 法システムとは何か(公認された手打ちによる｢紛争処理｣) 

11 政治システムとは何か(奪人称化メカニズムを介した｢集合的決定｣) 

12 性愛システムとは何か(ロマン主義の歴史を介した｢偶然の必然化｣)／全体のまとめ 

事前･事後 
学習 

ウェブサイト｢ミヤダイドットコム｣ (http://www.miyadai.com/)の｢連載・社会学入門｣

（ http://www.miyadai.com/?blogid=1&catid=7/）を事前･事後に読む。 

テキスト ウェブサイト｢ミヤダイドットコム｣の｢連載･社会学入門｣(上記リンク) 

参考文献 
宮台真司の以下の著作。『14 歳からの社会学』『私たちはどこから来てどこへ行くのか』『正

義から享楽へ』『絶望･断念･福音･映画』『世界はそもそもデタラメである』 

成績評価 
の 基 準  

全授業の終了後に提出するレポートで評価する。、80 点の基準点から、一般性のなさ・具体

性のなさ・難易度の低さを減点要因とし、授業忠実性の高さ・独創性の高さを加点要因と

して採点する。レポートの課題は最終回に提示する。 
履修上の注意

履修要件 
 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
 



 

授業科目名 言語表現論 

担当教員 内田 樹 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １・２年第２クォーター 

講義内容 

記号としての言語とは何か、表現とは何かについて、記号論や言語学的な考

察も交えながら、実践的に考察する。しかし、授業では、専門の学者に限らず、

文学者、哲学者、言語表現の本質を洞察した賢者たちの知見や文章をできるだ

け多く取り上げ、学生が関心をもって取り組める内容とする。また、学生にも

適時に課題を出して、短い文章を書いてもらう。 

到達目標 

１．自分の気持ちを言語化するということは、どのようなことなのか、言語学
的なアプローチ、記号論的なアプローチから考察する態度を身につける。 

２．文章を読解する過程においても、それを言語学的、記号論的に読み解く態
度を身につける。 

３．実際の課題を通じて、言語表現の本質を理解する。 

授業計画 

１この授業の目的について（オリエンテーション） 

２理論編１（言語学と記号論の学説史） 

３理論編２（ソシュールのアナグラム論） 

４理論編３（バルトのエクリチュール論） 

５理論編４（村上春樹の「地下二階」論と「世界文学」の条件について） 

６理論編５（身体と言語） 

７実践編１（説明する技術） 

８実践編２（主語と人称） 

９実践編３（「彼／彼女」をして語らせること） 

10 実践編４（教訓もメッセージもオチもない物語を書く） 

11 実践編５（voice とコミュニケーション） 

12 総括 

事前･事後 
学習 

できたら下に掲げた参考文献を読んでおく。 

テキスト 特になし。 

参考文献 
高橋源一郎『デビュー作を書くための超『小説』教室』（河出書房新社） 
村上春樹・柴田元幸『翻訳夜話』（文春新書） 

成績評価 
の 基 準  

「自分の声」を見出す作業は相対的な優劣を競うものではないので、受講姿勢

と課題への取り組みについて評価する。 

履修上の注意

履修要件 とくになし。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
 



 

授業科目名 地域とつながる歴史学 

担当教員 桃木 至朗 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １・２年第２クォーター 

講義内容 

①歴史とは何でそれを知ったり考えることは現代人にとってどんな意味があるの
か、歴史学とは何をどうする学問か、それは歴史小説などの創作や「トンデモ史
学」とどこで区別されるかなどの基礎について講義する。②文化や芸術・芸能を
主な例として、地域の歴史、日本の歴史、世界の歴史などを別物として切り離さ
ず一体のものとして、しかも地域の未来など現代社会のいろいろな課題につなが
ったものとして講義する。③それらについて課題を提示し、受講生のグループワ
ーク・発表や討論をおこなう。 

到達目標 

①歴史はわかってしまった過去のことをただ暗記するだけだ、そんなものは現代
の役に立たないし金にもならない、などの「都市伝説」の間違いを理解する。②
創作やフェイクとしての「物語」と、事実にもとづく解釈の一種としての「歴史」
を区別する力を身につける。③それらの土台の上で、地域の歴史、日本の歴史、
世界の歴史などを結びつけて理解したり、歴史と文化・芸能を材料にして地域・
日本・世界の人々をつなげる方法を考える。 

授業計画 

１ イントロダクション：歴史を学ぶとは何を何のために学ぶのか？ 

２ 歴史学とは何をどうする学問か？ 

３ 歴史学と文学・ドラマや「トンデモ史学」はどこが違うか？ 

４ 練習問題：ドラマと「トンデモ史学」の見方、扱い方 

５ 世界史（グローバルヒストリー）は地域に関係ないか？  

６ 地域の歴史は単なる日本史の一部か？ 

７ 外国人イコール英語を話す金髪青い目の白人？ 

８ 東アジア諸国民はなぜ歴史をめぐって対立するのか？ 

９ 練習問題：われわれは東アジアの歴史と文化をどんなに知らないか？ 

10 文化・芸術・芸能史は歴史の何を明らかにできるのか？ 

11 文化・芸術・芸能は世界と地域に何をもたらすか？ 

12 まとめ：観光・地域と文化・芸能を歴史から考える 

事前･事後 
学習 

(事前)授業開始前に、簡単でいいので地元の歴史遺跡とか博物館などの概要を調べ

ておく。指定教科書の序章と終章に目を通しておく。（事後）その日の内容を翌日

までに要約・整理しておく。全体終了後に、講義内容の印象に残った部分を選び、

文化・芸術など地域での活動に結びつけるシナリオ（イベントの企画書、劇のシ

ナリオなど何でもよい）を書いてみよう。 

テキスト 大阪大学歴史教育研究会（編）『市民のための世界史』（大阪大学出版会、2014 年） 

参考文献 中学校歴史、高校の世界史・日本史の教科書や資料集はどれでも役立つでしょう。 

成績評価 
の 基 準  

授業参加（発言・討論・コメントシートなど）を 50％、授業後のレポート（上の

「事後学習」に関連したテーマ・形式を講義中に指示します）を 50％の割合で評

価します。 
履修上の注意

履修要件 
高校世界史を履修したかどうかは問いません。むしろ中学レベルの日本史と世界

史の知識の確認がしばしば必要になります。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 政治学 

担当教員 鈴木 寛 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １・２年第２クォーター 

講義内容 

授業の目標：法令などの諸規則、予算、税制などの概要の調べた方を理解する
とともに、それらの制定や改正のプロセスとダイナミズムを理解する。 
 
授業形態：①政策形成のプロセスとダイナミズムを、国政・県政・市政のレベ
ルを認識しながら概説する講義 ②政策提案力と政策実現力を獲得するため
のグループワークと発表 による。 
 
授業計画：①政策の提案（現場関係者・シンクタンク・アカデミア）→政策の
立案（行政府）→政策の制定（立法府・メディア・選挙）→政策の実施（行政
府・現場関係者・コンサルタント・アカデミア・司法府）のそれぞれの概要を
理解するための講義、②個々の学生が現行の文化芸術振興政策（文化芸術に関
する初等中等高等教育政策、著作権政策を含む）の概要と課題を探究するため
の個人ワーク ③文化芸術政策についての具体的政策の提案（様々な関係者へ
の効果の提示も含む）と様々な関係者への働きかけの行動プランについてのグ
ループワーク ④政策案と実現プランについて、学生によるプレゼンテーショ
ンと教員からの講評 等によって構成する。 

到達目標 

① 学生が、政策や政治に関するニュース・リリースを理解できるようになる。 
② 学生が、国や都道府県や市町村が定める法律・政令・省令・規則・条例や

予算の概要について理解できるようになる。（省庁や県庁・市役所等の HP
の参照の仕方を含む） 

③ 学生が、政策が現場にどのような具体的な影響を与えるのかを理解できる
ようになり、現場での諸問題を解決する政策を提案できるようになる。 

④ 学生が、政策の立案・制定に関与している多様な関係者の行動パターンを
理解し、それぞれの関係者への説明・説得・交渉の方法を理解できるよう
になる。 

授業計画 

１ 講義：政策形成過程の概要（プレイヤー、プロセス） 政策の提案・要望 

２ 講義：政策の立案 

３ 講義：政策の制定 

４ 講義：政策の実施 

５ 個人ワーク：文化芸術政策の概要の理解 

６ 個人ワーク：文化芸術政策の課題の発見 

７ グループワーク：文化芸術に関する具体的政策案の考案 

８ グループワーク：その政策案を実現するための行動プランの考案 

９ 発表と講評：政策案と実現プランの発表 

10 発表と講評：政策案と実現プランの発表 

11 発表と講評：政策案と実現プランの発表 

12 レポート作成：政策案と実現プランの提案 

事前･事後 
学習 

教育、舞台芸術、芸術祭、街づくり、地域おこしなどに関し、過去に自分が経

験した、法律や予算制度上の不便や不満について、まとめておくこと。授業内

で終了できなかったレポートについては事後に書き上げ・提出すること 

テキスト 
平田オリザ「新しい広場をつくる」岩波書店 2013 年 10 月 
平田オリザ「芸術立国論」集英社 2001 年 10 月 



 

参考文献 

鈴木寛、城山英明、細野助博「中央省庁の政策形成過程」中央大学出版部 1999
年 1 月 
飯尾潤「日本の統治構造」中央公論新社 2007 年 7 月 
鈴木寛「ドラえもん社会ワールド 政治のしくみ」小学館 2015 年 8 月 

成績評価 
の 基 準  

出席の回数、グループワークへの積極的貢献、発表内容、提出レポートをそれ

ぞれ同程度の割合で勘案し、その総合で評価する 

履修上の注意

履修要件 特になし 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
 



 

授業科目名 文学 

担当教員 高橋 源一郎 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １・２年第２クォーター 

講義内容 

「文学」とは何か、それがなぜ人間にとって、社会にとって必要なものなの
かを根源的に考察する。本講座では、日本文学、海外文学といった区分をする
ことなく、ダイレクトに文学とは何かについて考えていく。そのため、講義は、
様々な文学に触れることと、実際にそれを書いてみることの両面で構成され、
相互補完的に、文学とは何かについての探求を行う。 

到達目標 

１．文学とは何かについての理解する。 
２．文学を単なる娯楽や芸術ではなく、人間が生きていく上での重要なツール
として「文学的手法」を身につける。 

３．文学と呼ばれるものの範囲の想像以上の広さを理解し、多角的、多面的な
「文学観」を手に入れる。 

授業計画 

ここで述べる「文学」の定義は講義で行なう。それを講義前に明かすことは、

講義の妨げになるのでできない。理解されたし。 

１とりあえず「文学」に対面してみる 

２それから「文学」に触ってみる 

３その次は「文学」のあちこちを観察する 

４時には「文学」を凝視して、知らないうちに変化するかどうかチェックして

みるのもいいかも 

５「文学」に慣れた頃だから、そろそろ「文学」と友だちになってみる 

６「文学」に「わたしたち、友だちだよね？」と訊いてみる 

７「文学」が「うん、友だちだよ」といったら、次に進む。「えっ、そうだっ

け？」といわれたら、もう一回、１からやり直し 

８「文学」と友だちになったのだから一緒に何かをやってみる 

９「文学」と一緒に何かをやった結果がどうだったかを考える 

10 そろそろ準備ができた頃なので何かを書いてみる 

11 書いたものをこっそり「文学」に見せてみる 

12「文学」と共同発表をする 

事前･事後 
学習 

講義前には、できるだけ自分が「文学」と思うものを読んでおく 
講義後も、同じ 

テキスト 世界中の本 

参考文献 世界中の本 

成績評価 
の 基 準  

どの程度「文学」と友だちになれたか 

履修上の注意

履修要件 なし 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
 



 

授業科目名 経済学 

担当教員 水野 和夫 

必修の区分 必修 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １・２年第２・４クォーター 

講義内容 

授業は講義形式を中心に行う。世界と日本が抱える課題を経済の観点から解
明していくことを授業の目標とする。従来「例外」だと考えていたことが、21
世紀になって「常態」化しつつある。その代表例が日本やドイツのマイナス金
利が長期化したり、米国のトランプ大統領が国際機関を通ずることなく、二国
間協議を重視し各国と対立が深まったりしている。こうした事態の水面下で何
が起きているのかを学生と一緒に考えていく。 

到達目標 

学生は「例外」状態が起きている背景を考えることで、21 世紀という時代
の方向性を見定めることができる。過去の延長線で考えると、様々な現象が「想
定外」の事態が起きると、慌てたり、いずれ元に戻ると考えたりする。学生は
「例外」状況の原因を理解することで将来生ずるであろう困難な事態に遭遇し
ても適切に対処することができる。 

授業計画 

１ 近代とはいかなかる時代か・・・「より遠く、より速く、より合理的に」 

２ ゼロ金利はなぜ生じているのか・・・資本の充実と投資機会の消滅 

３ ゼロ金利社会の課題・・・「利子生活者の安楽死」と「貨幣愛」の克服 

４ 利子とは・・・利子はどこから生まれるのか 

５ 資本とは・・・「神秘性」、「無限性」 

６ グローバリゼーションとは・・・「過剰」の解消 

７ 21 世紀はいかなる時代か・・・国民国家と帝国 

８ 21 世紀はいかなる時代か・・・新中世主義 

９ 米中新冷戦の背景にあるもの・・・全世界の債権者はだれか 

10 日本の課題・・・①巨額の国家債務 

11 日本の課題・・・②エネルギー問題 

12 日本の課題・・・③望ましい日本の姿 

事前･事後 
学習 

復習を重視する。4 回に一度レポート（計 3 回）を提出して、理解度を確認す

ること。 

テキスト 近刊（2020 年度春予定）、東洋経済新報社、著者水野和夫 

参考文献  

成績評価 
の 基 準  

計 3 回のレポートの内容で評価。 

履修上の注意

履修要件 とくになし。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
 



 

授業科目名 美学 

担当教員 熊倉 敬聡 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 1 年第３クォーター 

講義内容 

「美学＝感性学
エ ス テ テ ィ ッ ク

」を単なる知識の学習のみならず、五感を用いる「美」の経験
とその知的理解として会得できるようになることを目的とする。芸術のジャン
ル的にも、絵画、音楽から、映像、舞台芸術に至るまで、それぞれのジャンル
における美的経験の共通点と相違点を探っていく。さらに、文化圏（特に西洋
と東洋）によって美の感じ方・作り方が異なることを理解していく。最終的に
は、人間にとって美の経験と理解には普遍性があるか否かを問うていく。 

到達目標 

学生は「美」という事象を、単に漠然とした印象あるいは紋切り型のイメージ
から離れ、自らの感性、そして五感を通した経験かつ知的理解として学ぶこと
ができる。また、学生は、芸術のジャンルや文化圏によって、「美」の在り方
が異なることを、実際に作品などを比較することによって理解することができ
る。さらに、学生は、小発表やディスカッションを通して、自らの「美」につ
いての理解を表現し、また他の学生たちの理解によって相対化されることによ
って、より客観視できるようになる。 

授業計画 

１.「美学＝感性学
エ ス テ テ ィ ッ ク

」とは何か 

２.感性と美⑴：視覚を中心に 

３.感性と美⑵：聴覚を中心に 

４.感性と美⑶：味覚を中心に 

５.感性と美⑷：触覚を中心に 

６.感性と美⑸：臭覚を中心に 

７.映像における美 

８.舞台における美 

９.西洋の美と東洋の美⑴ 

10.西洋の美と東洋の美⑵ 

11.改めて「美」とは何か⑴ 

12.改めて「美」とは何か⑵ 

事前･事後 
学習 

・事前に授業で取り上げるテーマに関して自分なりに調べ考えてくること。 
・各授業の冒頭、学生たちに前回の内容を振り返る作業を行ってもらう。 
・各授業の最後、その回の授業内容を振り返り、ミニレポートを書いてもらう。 

テキスト 資料に関しては、必要に応じて配付する。 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準 

レポート（50％）、授業内のミニレポートおよび小発表（50％）で評価する。 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 芸術学 

担当教員 
藤野 一夫 
熊倉 敬聡 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第３クォーター 

講義内容 

芸術学とは「芸術とは何か」を考える学問であると同時に、美術・音楽・演
劇・舞踊・写真・映画・文学など、さまざまな芸術ジャンルの特性を理解する
学問でもある。この講義では「芸術が生まれる場」という観点から、さまざま
な芸術を捉えてみたいと思う。「芸術が生まれる場」には、それに立ち会う人
が必要だからである。人と人との関係の中に成立する芸術は、人と人をつなげ
るコミュニケーションの媒体ともなる。つまりモノとしての芸術作品だけでな
く、社会的な形成力、あるいは文芸的な公共性が立ち現れる場として「芸術」
を考えてみたい。ミュージアム、文化ホール、劇場、コミュニティ・カフェな
どを例に、芸術の社会的機能（役割）を探り、アートマネジメントや舞台芸術
への理解を深めたいと思う。 

到達目標 

・「芸術とは何か」を、さまざまな「芸術が生まれる場」から考え、芸術の社
会形成力と文芸的公共性について理解する。 
・美術・音楽・演劇・舞踊・写真・映画・文学など、さまざまな芸術のジャン
ルの特性を理解する。 
・芸術の社会的機能（役割）を探り、アートマネジメントや舞台芸術への理解
を深める基礎とする。 

授業計画 

１.芸術が生まれる場（熊倉） 

２.都市から生まれる芸術（熊倉） 

３.カフェから生まれる芸術（熊倉） 

４.密室から生まれる芸術（熊倉） 

５.地方から生まれる芸術（熊倉） 

６.アートプロジェクトと都市／地方（熊倉） 

７.コンサートホールから生まれる芸術（藤野） 

８.劇場から生まれる芸術（藤野） 

９.オペラ・ハウスから生まれる芸術（藤野） 

10.社会文化センターとアートセンターから生まれる芸術（藤野） 

11.シラーの美的教育論と美的共同体（藤野） 

12.フェスティバルから生まれる芸術〜ワーグナーの綜合芸術論（藤野） 

事前･事後 
学習 

・事前にテキストの指定個所を読み、自らテーマに関する問いを考えてくるこ

と。 
・各授業の冒頭、学生たちに前回の内容を振り返る作業を行ってもらう。 
・各授業の最後、その回の授業内容を振り返り、ミニレポートを書いてもらう。 

テキスト 
木下直之編『芸術の生まれる場』東信堂(2009).その他の資料に関しては、必要

に応じて配付する。 
参考文献 適宜紹介する。 
成績評価 
の 基 準  

レポート（50％）、授業内のミニレポート（50％）で評価する。 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  


