
２０１５年度　市民聴講＜三鷹市提携国際基督教大学公開講座＞

春学期（4/10～6/17）
No. 講座名 開講期間 講師 講義内容

1
BIO102J
生物学入門
（Introduction to Biology）

火・木
11:30-12:40

上遠　岳彦

生命現象を支える基本的単位としての細胞，遺伝のシステム
などのミクロの領域、および、生物の進化と生物多様性などの
マクロ領域について、実例を交えながら学ぶ。入門レベルの内
容で，身近な私たちの体や生活，或いは社会との関わりを意
識した内容。高校生物の既修を前提としない。

2

EDU215E
比較教育と国際教育の基礎
(Fundamentals of Comparative

and International Education)

月・水・金
11:30-12:40

LANGAGER, Mark
W.

多数の国家的、社会的文脈における教育の目的および制度
の比較研究。

3
PPL202J
地方自治論
（Local Governance）

火/8:50-11:20
木/8:50-10:00

西尾　隆

自治の理念，補完性の原則，分権改革の考え方を理解した上
で，日本の地方自治の現状を歴史・制度・政策・人材・施設・財
務などの視点から考察する。とくに，自治体と市民・ＮＰＯ 企業
などが協働により公共問題に対処するガバナンスの動向を検
証する。

4

PPL203E/J
政策過程と政治システム
(Policy Process and Political

Institutions)

水・金
13:15-15:00

大森　佐和

政策が立案・決定・実施・評価されるサイクルについて，そのプ
ロセスに関与するアクターおよび政治制度との関連を分析す
る。政策過程の現状を実証的に把握するとともに，その基盤と
なる政治制度ないしシステムの再設計，およびアクター相互の
関係変容を展望する。

5

IRL235J/E
欧州の政治と国際関係
(Politics and International

Relations in Europe)

木
10:10-12:40

植田　隆子

EUの仕組みを概説し、EU域内の統合政策およびEUの対外関
係を講述する。EU機関およびEU加盟国など、EUに直接関わっ
ているゲスト・スピーカーによる講演も授業に組み込む。受講
者数にもよるが、学生の研究報告も行う。

6

PSY103J/E
現代心理学入門
(Introduction to

Contemporary Psychology)

月・水・金
11:30-12:40

森島　泰則
磯崎　三喜年

心理学に初めて触れる学生のために学問としての現代心理学
の基礎とその方法を解説するコース。人間性と科学としての心
理学を統一テーマとして，人間にかかわる広くさまざまな関心
を心理学の理論と方法によって展開していく。

秋学期(9/5～11/11)

No. 講座名 開講期間 講師 講義内容

1

PPL101J
公共政策入門
（Introduction to Public

Policy）

火/11:30-12:40
木/10：10-12：40

西尾　隆

広く公共政策、公的問題の解決、政策研究の方法について学
ぶ入門コース。公共政策の意義と構造、政策の形成・実施・評
価プロセスの基礎を理解し、政策過程の中核に位置してきた
政府に加え、市民・NPO・企業等の役割も視野に入れてネット
ワークの動態を把握する。

2

LAW382J/E
法学特別研究Ⅱ
(Advanced　Studies in Legal

ScienceII)

火/8:50-11:20
木/8：50-10：00

寺田　麻佑 

情報化社会において日々変化している電気通信関連規制の
あり方につき、知識を獲得して将来あるべき制度枠組み構築
を考える。また、その前提として、研究に必要な資料を探すこ
とも含め、研究方法を学ぶ。

3
LAW202J
行政法Ⅱ
(Administrative Law Ⅱ)

火/11:30-12:40
木/10:10-12：40

寺田　麻佑 

特に国民の安全と公共の福祉の実現を目指す行政が何らか
の手続的瑕疵を行った場合や違法状態が続く場合にどのよう
に国民の法的地位の確保を行政事件訴訟法・国家賠償法等
を通じて図るかということを具体的事例を通じて学ぶ。

4

LED232J/E
英語史Ⅰ
(History of the English

LanguageⅠ)

月・水・金
10:10-11:20

守屋　靖代
印欧語，ゲルマン語族と英語の関係から始めて，現代英語に
至るまでの英語の歴史，発達を概観し，今では国際語となった
英語の成り立ちを包括的に考察する。
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5

EDU320J
国際教育協力論
(International Cooperation in

Education)

月・水
10:10-11:20

西村　幹子 

歴史的背景に裏付けられた理論と国際教育協力政策がどの
ようにリンクしてきたかについて概観し、特定のテーマや組織
の事例を取り扱いながら国際教育協力の理論と実践に関する
理解を深めることを目的とする。

6

EDU103E/J
教育の社会的基礎
(Social Foundations of

Education)

木
10:10-12:40

DAWSON, Walter P

学校教育や家庭教育をはじめとして、身の回りで行われる教
育の背後には、さまざまな意味や機能がかくれている。受講者
それぞれが経験してきた教育のあり方を、社会学的な概念や
データに照らし合わせながら理解し，教育と社会の関係につい
て考察を深めることをめざす。

7
PHY231J
現代物理学B
(Modern Physics B)

火・木
11:30-12:40

岡村　秀樹
物理学の基本的な概念、法則、考え方を学び、様々な自然現
象を科学的にとらえる基礎を習得する。

冬学期（12/4～2/22)

No. 講座名 開講期間 講師 講義内容

1

HST106E
日本史（近代）Ⅲ
（History of Japan (Modern)

Ⅲ）

水・金
13:15-15:00

ESKILDSEN, Robert
I:古代・中世形成過程とその主たる諸要因を考察する。II:近世
形成過程と主たる諸要因を考察する。III:明治維新以後の近代
日本とその主たる諸要因を考察する。

2

LAW383J/E
法学特別研究Ⅲ
(Advanced Studies in Legal

ScienceⅢ)

木
15:10-19:00

寺田　麻佑

法学に関する専門的かつ高度な研究。行政法学の諸問題（公
務員制度改革の問題から原発問題、情報公開法制まで様々
な問題）を毎回取り上げ、深く考察することによって公法学に
関する理解と関心を深めることを目的とする。

3
LIT101J
文学へのアプローチ
(Approaches to Literature)

水・金
13:15-15:00

矢内　賢二

中世から近代までの日本の演劇・芸能について概説する。日
本の演劇・芸能および周辺文化の歴史についての基礎的知
識を習得するとともに、その表現の特色について理解を深め
る。能楽、人形浄瑠璃、歌舞伎、落語等の歴史と表現の特色
について、社会的背景や周辺文化の状況に触れながら、また
具体的な作品の紹介を交えつつ、講義を行う。

4
LIT226E
ロマン主義
(Romanticism)

火/11:30-12:40
木/10:10-12:40

SIMONS,
Christopher E.J.

ロマン主義の詩あるいは散文の研究。

5
LIT230E
シェイクスピアとその遺産
(Shakespeare and his Legacy)

火/8:50-11:20
木/8:50-10:00

SIMONS,
Christopher E.J.

シェイクスピア及び17-18世紀英文学におけるシェイクスピア
の影響について研究する。

6

ＬＩＴ248F
フランス文学・映画・思想 II
(French Literature, Cinema,

Thoughts II)

火/8:50-11:20
木/8:50-10:00

AMMOUR-
MAYEUR, Olivier

芸術表象の諸問題を、フランス文学、映画、思想のジャンル横
断的な視点から考察する。

7
PPL204J
行政学
(Public  Administration)

月/15:10-19:00 西尾　隆

現代行政の構造と機能、官僚制の生理と病理、公務員の行動
様式とその民主的統制について、理論と現実の両面から考察
する。とくに我が国の行政改革の動向に注目し、政官関係の
改革、公務員制度改革、民営化、透明化、NPM改革、行政責
任確保の手段をとり上げる。

8
SOC301E
政治社会学
(Political Sociology)

水・金
13:15-15:00

石生　義人

一社会における社会的特徴と政治的側面がどのように相互に
影響を与えているのかを学ぶ。より具体的には、政治社会学
の専門概念や理論、ナショナリズム、政治参加、政治的思想な
どを実証分析結果に焦点をおいてみていく。
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