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２０１７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（4/7～6/20） 2017/4/18

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

(Politics and International
Relations in Europe)

月・水・金
13：50-15：00

LANGAGER,Mark W.
日本社会における教育の変遷を公教育を中心に概観したうえ
で、現代日本の教育の諸問題を、西欧との比較の観点から取
り上げ、分析する。

3

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。

4
LAW201J
行政法Ⅰ

(Administrative Law Ⅰ)

火/11:30-12:40
木/10:10-12：40

寺田　麻佑 
行政法の一般的原則。とくに行政訴訟，公務員，地方自治の
問題に重点をおく。

5
LAW214J
環境法
（Environmental Law ）

木
15：10-19：00

寺田　麻佑

 環境法の発展を国内法・国際法的視点から学びます。環境法
の特色と基本理念、国際環境法の生成と発展、国内環境法の
歴史的発展とその到達点を論点として検討する。法学的アプ
ローチに加えて政策的アプローチも採用する。

6

LIT106E
英文学史 I
(History of English
Literature I)

火/8:50-11:20
木/8:50-10:00

SIMONS,
CHRISTOPHER E.J

ベオウルフより現代にいたるまでの英文学の流れを理解させ
る。

7

LIT247F
 フランス文学･映画･思想
Ⅱ
(French Literature,
Cinema, ThoughtsII)

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。

8
LNG397E
言語学特別研究 Ⅳ
(Topics in Linguistics Ⅳ)

水
15:10-19:00

LEE, Seunghun
李　勝勳 言語学の特定分野からトピックを選び専門的な研究を行う。

9
MCC215E
ヨーロッパにおける言語
(Language in Europe)

火/8:50-11:20
木/8:50-10:00

MAHER, JOHN C.

ヨーロッパにおいて言語が受けた歴史的／文化的／政治的影
響を考察する。言語の社会的そして地域的多様性を視野に入
れた上でヨーロッパの諸言語を概観し、教育などの国家的機
関における多言語主義の活用を視野に入れて、国際的対話
のための政策や実践、英語の役割、言語権利などを論ずる。

10

MUS103J
西洋音楽史 Ⅰ
(History of Western Music
I)

火11:30-12：40
木10:10-12:40

伊東 辰彦

古代からバロック時代の終わり（1750 年頃）までの西洋音楽
の伝統を歴史的に検討する。各時代における代表的な作品例
を聴き、主な様式の特徴について論じる。

11

PHR106E
哲学概論
(Introduction to
Philosophy)

月･水･金
10：10-11:20

ALBERG,
JEREMIAH L.

哲学の歴史的な発展に即しつつ、その主要な課題、研究分野
を概説する。また、多様な哲学的立場の検討を通じて、哲学的
探求の成立の条件を考察する。
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春学期（4/7～6/20）

No. 講座名 開講期間 講師 講義内容

12
PHY106J/E
最先端の物理学
(Hot Topics in Physics)

火・木
11:30-12:40

岡野　健
HITZER, ECKHARD

石丸　友里
平島　大

物理学、応用物理学の様々な分野から、現在活発に研究が行
われている分野を紹介する。

13
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。

14

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

木
15：10-19：00

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。

15

PSY103J/E
現代心理学入門
(Introduction to
Contemporary
Psychology)

月・水・金
11:30-12:40

森島 泰則
直井 望
西村 馨

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。

講座名 開講期間 講師 講義内容

1

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。

2

LED333
言語教育のための英語
文法Ⅱ
（Topics in English
Grammar for Language

 ）

月・水・金
11：30-12：40

守屋　靖代
英文法の知識を深め、特に日本の英語教育における学校文
法のあり方について考察すると共に、授業で役に立つ英文法
の基礎知識と応用力をつけるための訓練を行う。

3

MCC211
Bilingualism and
Multilingualism
 (バイリンガリズム と マ
ルティリンガリズム)

木/15：10-19:00
MAHER, JOHN C.

「バイリ ンガルであるとは何を意味するのか」，「子供や大人
はどのようにして，バイリンガルになるのか」などの問題を扱
う。また，日本におけるバイリンガリズム とバイダイアレクタリ
ズム（bidialectalism)-例えば，日本の中の朝鮮語，沖縄語，タ
ガロク語，英語なども研究する。

4
MCC313

Literacy and Society
 (リテラシー、社会、発展)

木/10：10-12：40 MAHER, JOHN C.

読むことと書くこととは文明社会の基礎である。このコースは、
社会におけるさまざまな書記（ライティング）システムの言語学
的な比較、国レベルまた地域レベルの発展におけるリテラシー
の役割を分析する。リテラシーにおけるジェンダーの問題など
についても扱う。

5
LNG101

Introduction to Linguistics I
（言語学入門 I）

月・水・金
11：30－12：40

吉田　智行

人間言語の音韻システム、単語の構成、文の構造、意味のとらえ方
などに焦点をあて、言語学の基礎体系を学ぶ。具体的な言語分析に
なれることによって、人間言語がどのようなシステムになっているか、
また、どのように働くのかを理解する。

6
LNG213E
音声学
(Phonetics)

火/11：30-12：40
木/10：10-12：40

LEE, Seunghun
李　勝勳

世界中の言語の音声に関する研究である。人間の音声はいかにして
調音され、知覚されるか。それをもっともよく記述し、表記するにはど
うしたらよいか。それらをコンピュータを用いて評価することができる
か、等の問いについてを考察する。さまざまな言語の発音の実践を
含む。

7
MUS104J
西洋音楽史 Ⅱ(History of
Western Music Ⅱ)

火11:30-12：40
木10:10-12:40

伊東 辰彦

古代からバロック時代の終わり（1750 年頃）までの西洋音楽
の伝統を歴史的に検討する。各時代における代表的な作品例
を聴き、主な様式の特徴について論じる。

秋学期（9/7～11/14）
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講座名 開講期間 講師 講義内容

8

PPL101
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。

9

LAW382J
法学入門
 (Introduction to Legal
Science)

月・木ｽｰﾊﾟｰ
13：15-15：00

寺田　麻佑

法学とはどのような学問か、法学の歴史、法学は他の社会科学とど
こが違うのか、法学的発想法はどのようなものか、法はどのように作
られるのか、法の解釈と法の適用の違いなどの各項目をしっかりと把
握し、さらに現代法の諸問題を考察・検討して、法学の発展的な学習
への動機付けを高めていきます。あわせて、他の専攻に進む学生に
とっても、法学の魅力を伝えられるように努めます。

10
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。

冬学期（12/5～2/27)

No. 講座名 開講期間 講師 講義内容

1

LIT264J
近世日本文学
(Early Modern Japanese
Literature)

月・水・金
10：10-11：20

矢内　賢二

歌舞伎の⽣世話物・怪談物の代表作であり、現代の演劇・映
画・⽣説にも数多く翻案されている鶴屋南北作『東海道四⽣怪
談』（⽣政8年）を
精読し、近世演劇の作劇法や視覚表現の特⽣について講義を⽣
う。適宜映像を鑑賞し、理解・分析の助けとする。

2

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

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。

3

LNG101E
言語学入門 I
(Introduction to
Linguistics I)

月・水・金
16:30-17:40

LEE, Seunghun
李　勝勳

人間言語の音韻システム、単語の構成、文の構造、意味のとらえ方
などに焦点をあて、言語学の基礎体系を学ぶ。具体的な言語分析に
なれることによって、人間言語がどのようなシステムになっているか、
また、どのように働くのかを理解する。

4
PSY262J
社会心理学
(Social Pｓｙchology)

水/15:10-19:00 磯崎　三喜年
人間の社会的行動を研究する種々のアプローチの起源、発展、およ
び方法論を学び、社会行動の過程、社会的態度、対人関係のパター
ンやいろいろな集団の機能について考察する。

5

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

月・水・金
11:30-12：40

ESKILDSEN, Robert 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。

6
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。

7

LAW384J
法学特別研究Ⅱ
(Advanced Studies in
Legal Science Ⅱ)

木/15：10-19：00 寺田　麻佑

行政法と行政組織法・比較行政法をテーマに、近年、様々な
法律改正の関係で活発な議論が展開されているトピックに関
連する行政法の諸課題についてセミナー形式で講義と研究報
告を行います。

秋学期（9/7～11/14）
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