
＜2016 年度春学期（4—6 月） 市民聴講（三鷹市提携国際基督教大学公開講座）＞ 
【開設講座・受講案内】  

☆開設講座（全 9 講座） 

1. 生物学入門 （Introduction to Biology） 

1）科目番号：BIO102J（開講言語：日本語） 

2）講師：上遠 岳彦 （かみとお たけひこ） <本学講師> 

3）開講期間/曜日/時間: 4/9（土）〜6/18（土）/火・木 11:30-12:40 

4）教室：N332 号室（理学館 3F） 

5）講義内容： 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の

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. 欧州の政治と国際関係 (Politics and International Relations in 

Europe) 

1）科目番号：IRL235J/E（開講言語：日本語/英語） 

2）講師：植田 隆子（うえた たかこ） <本学教授> 

3）開講期間/曜日/時間：4/9（土）〜6/18（土）/木 10:10-12:40 

4）教室：152 号室（本館 1F） 

5）講義内容： 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。 

 

3. 行政法Ⅰ（Administrative LawⅠ） 

1）科目番号：LAW201J（開講言語：日本語） 

2）講師：寺田 麻佑 （てらだ まゆ） <本学准教授> 

3）開講期間/曜日/時間: 4/9（土）〜6/18（土）/火 11:30-12:40 

  木 10:10-12:40 

4）教室：205 号室（本館 2F） 

5）講義内容： 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。 

 

4. 環境法 （Environmental Law ） 

1）科目番号：LAW214J（開講言語：日本語） 

2）講師：寺田 麻佑 （てらだ まゆ） <本学准教授> 

3）開講期間/曜日/時間: 4/9（土）〜6/18（土）/火 8:50-11:20 

木 8:50-10:00 

4）教室：314 号室（本館 3F） 

5）講義内容： 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。 

 

5. 現代フランス文学と社会Ⅱ（Contemporary French Literature and 

Society II） 

1）科目番号：LIT246F（開講言語：フランス語） 

2）講師：AMMOUR-MAYEUR, Olivier （アムール=マヤール、オリビエ） 

<本学助教> 

3）開講期間/曜日/時間: 4/9（土）〜6/18（土）/火 8:50-11:20 

  木 8:50-10:00 

4）教室：205 号室（本館 2F） 

5）講義内容： フランス現代文学作品のテーマ、主題、諸問題を、同時代

の社会=政治=文化的コンテクストにおいて分析する。取り上げる作家、作

品は毎年異なる。 
 

６．近世日本文学 (Early Modern Japanese Literature) 

1）科目番号：LIT264J（開講言語：日本語） 

2））講師：矢内 賢二(やない けんじ) <本学准教授> 

3 ） 開 講 期 間 / 曜 日 / 時 間 ： 4/9 （ 土 ） 〜 6/18 （ 土 ） / 水 ・ 金 ス ー パ ー

/13:15-15:00 

4）教室：253 号室（本館 2F） 

5）講義内容： 近世日本文学の研究: 主要なジャンルと作品を分析するこ

とによって、伝統の流れを追究する一方、近・現代文学の前提について考

慮する。 

  

 

7. 言語学特別研究 Ⅳ(Topics in Linguistics Ⅳ) 

1）科目番号：LNG397E（開講言語：英語） 

2）講師：李 勝勳（LEE, Seunghun） <本学准教授 > 

3）開講期間/曜日/時間：4/9（土）〜6/18（土）/水 15:10-19:00 

4）教室：301 号室（本館 3F） 

5）講義内容：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。 

 

8.  最先端の物理学  (Hot Topics in Physics) 

1）科目番号：PHY106J/E（開講言語：日本語/英語） 

2）講師：岡野 健（おかの けん ）<本学教授> 

岡村 秀樹(おかむら ひでき) <本学上級准教授> 

石丸 友里（いしまる ゆうり）  <本学准教授> 

平島 大（ひらしま だい）<本学教授> 

3）開講期間/曜日/時間：4/9（土）〜6/18（土）/火・木 11:30-12:40 

4）教室 N220 号室（理学館 2F） 

5）講義内容：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。  

 

9. 地方自治論 （Local Governance） 

1）科目番号：PPL202J （開講言語：日本語） 

2）講師：西尾 隆（にしお たかし）  <本学教授> 

3）開講期間/曜日/時間：4/9（土）〜6/18（土）/火 8:50-11:20 

木 8:50-10:00 

4）教室：303 号室（本館 3F） 

5）講義内容：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。 

  
 

☆  ☆  ☆ 

 

 

☆受講上の注意 
1) 開講講座は全て本学の通常の授業ですので、学生と同様に、開講曜

日／時間の授業は、特別な事情がない限り全て受講していただくことにな

ります。 

2) 休講・教室変更に関しては、各教室に掲示いたします。その他本館 1F

エレベーター脇デジタルサイネージ（電子掲示板）にてご確認下さい。 

3) 聴講生は、試験・成績評価および単位を得ることはできません。 

4) 図書館等の学内施設を利用することはできません。 

5) 2016 年度については、授業時間確保のため下記の休日にはその曜日

の講義が行われますのでご注意下さい。 

・4/29（金）昭和の日 

6) 5 月 13 日（金）-14 日（土）は、新入生リトリートのため休講の予定です。 

7) キリスト教週間＜5/16（月）-21（土）＞は授業時間が下記のとおり変更

（短縮）となりますので、ご承知おき下さい。 

 

               通常         キリスト教週間 

第 1 時限          8:50-10:00 →    8:50-9:50 

第 2 時限         10:10-11:20 →  10:00-11:00 

第 3 時限         11:30-12:40 →  11:10-12:10 

第 4 時限         13:50-15:00 →  14:30-15:30 

第 4 時限（スーパー） 13:15-15:00 →  13:55-15:30 

第 5 時限           15:10-16:20 →  15:40-16:40 

第 6 時限           16:30-17:40 →  16:50-17:50 

第 7 時限           17:50-19:00 →  18:00-19:00 

第 8 時限           19:10-20:20 →  19:10-20:10 

 

 

☆  ☆  ☆ 

 

 

 
（対象者・申込方法等は次ページをご覧下さい。） 



＜2016 年度春学期（4—6 月） 市民聴講（三鷹市提携国際基督教大学公開講座）＞ 
【開設講座・受講案内】  

 

 

【対象者】 
学生（大学院生も含む）を除く 18 歳以上の三鷹市および近隣市区に在住

の方 

 

【申込方法】   
1.申し込みは、先着順にて受付けます。 

 

2.以下のＷＥＢ申し込みに、受講希望の講座名、住所、氏名、電話番号、

メールアドレスを入力して申し込む。 

 

ＷＥＢ申込   

https://business.form-mailer.jp/fms/c2d724c452644 

 

3.本学社会サービス担当窓口で申し込む。 

4.上記以外の申込方法については、社会サービス担当窓口に電話

（0422-33-3013）でお尋ねください。 

 

 

現住所および年齢を確認させていただくため授業開始日に大学窓口にて

生年月日・住所の記載のある身分証明となるもの（運転免許証、保険証

等）をご提示下さい。  

 

 

 申込・納入期限： 4 月 6 日（水）  

 

 

＜募集人数＞いずれも若干名 

 

 

＜受講料＞ 

 1 科目 15,000 円（三鷹市在住者の場合、三鷹市とＩＣＵ共同で１学期１科

目を限度に 1,500 円を助成しますので、13,500 円となります）。 

教材費は実費負担となります。 

 

 

＜受講料支払方法＞ 

1. 本学社会サービス担当窓口で現金にて支払 

2. 郵便振替にて振込 

   ・口座記号番号：00160-9-180606 

   ・加入者名：学校法人国際基督教大学 

   ・ 通信欄に、以下の事項をご記入下さい。 

      受講希望の講座名 

            受講希望者の住所、氏名（ふりがな）、電話番号および 

       E メールアドレス 

 

申込の際に記載された個人情報は、当市民聴講の事務及び次回の講座

のご案内以外には使用いたしません。 

 

＜キャンセル・変更＞ 

1.一旦納入された受講料は、原則として返金できません。本学の受講学

生で満席となった場合や講座が変更になった場合は受講できないことも

ありますのでご了承下さい。その際受講料は全額返金いたします。 

2.やむを得ない事情により受講ができなくなった場合は、４月８日（金）まで

に本学社会サービス担当にご連絡ください。本人名義の銀行口座に返金

いたします。振込み手数料分は、ご本人負担となります。 

 

 

☆  ☆  ☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大学窓口・連絡先】 
〒181-8585 三鷹市大沢 3-10-2 

国際基督教大学 社会サービス担当窓口 

       （本部棟 2F 総務グループ内） 

     電話：0422-33-3013 

     E メール： s-service@icu.ac.jp 

     窓口取扱時間：月〜金／9時〜17時（12〜13時除く） 

                            祝日は閉室です。 

キャンパスマップ 

http://www.icu.ac.jp/about/campus/index.html  

 

 ＜本学ホームページ＞  http://www.icu.ac.jp/  

   トップページの下段中ごろにある「教育の特長」→「公開講座・地域貢

献」 をクリック→ 「三鷹市提携公開講座（市民聴講）」をクリック → 市

民聴講に係わる案内。 

 

 

 

☆  ☆  ☆ 

 

 

 

 

 
（開設講座・受講上の注意については前ページをご覧下さい。） 

 
 

https://business.form-mailer.jp/fms/c2d724c452644
http://www.icu.ac.jp/about/campus/index.html
http://www.icu.ac.jp/

