
基 盤 科 目
（学問論演習）

基 盤 科 目

（学問論演習）

【準備学修に必要な学修時間の目安】
　授業は、講義、演習、実験、実習又は実技のいずれかにより、又はこれらの併用により行われ、

セメスター当たり15回（週）実施することを基本としています。なお、一部の授業科目は、集中講

義で実施することもあります。

　単位は学習量を表すもので、以下のとおり構成されますので、学修時間の目安にしてください。

1 単位の授業科目は、45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし
ています。 1 単位の修得に必要となる学修時間の目安は、「講義・演習」については15
～30時間の授業および授業時間外学修（予習・復習など）30～15時間、「実験、実習及
び実技」については30～45時間の授業および授業時間外学修（予習・復習など）15～ 0
時間です。
One-credit courses require 45 hours of study. In lecture and exercise-based classes, 
one credit consists of 15-30 hours of class time and 30-15 hours of preparation and 
review outside of class. In laboratory, practical training, and practical skill classes, one 
credit consists of 30-45 hours of class time and 15-0 hours of preparation and review 
outside of class.
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学問論

学問論演習

学問論

学問論演習
月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：籠橋　俊光　所属部局等：文学部・文学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  大学で学ぶ日本史 /Japanese History

2 ．授業の目的と概要：
　　  小中高における科目名と大学の学問の名称が一致している場合はいくつかあり、日本史もその一つであるが、当然ながらその内容

は相当に異なる。本講義は両者の橋渡しをすることを目的とし、大学での歴史学・日本史研究の実際について、史料の読解を通じ
て学ぶものである。具体的な時期・対象は近世の日本とし、その時代に作成された史料のいくつかを取り上げて精読する。なお、
本講義では日本史について学ぶが、受講に当たって高校日本史の履修を前提としない。世界史・地理・公民科履修の学生でも、歴
史学・日本史に興味があれば聴講してもらいたい。/This course covers Japanese early modern history from historical materials.

学問論演習
集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：片岡　龍　所属部局等：文学部・文学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  三木清『人生論ノート』を読み、コロナ禍以後の新たな生き方を考える

2 ．授業の目的と概要：
　　  人生の中で誰もがつきあたる問題について、表現の自由が厳しく制限される時代の中で、表現を磨き上げた哲学的エッセイである

三木清（1897-  1945）『人生論ノート』（1937年）は、まさにコロナ禍以後のわたしたちの新たな生き方を考えるために欠かせない
古典です。

　　  晦渋な表現を精確に読み解きながら、まだだれにも答えのわからない＜コロナ禍以後の新たな人生論＞の共創をめざし、各グルー
プの自由なアイディアを交換したいと思います。
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学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：石井山　竜平　所属部局等：教育学部・教育学研究科．開講セメスター： 2セメス
ター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  生涯学習と社会参加

2 ．授業の目的と概要：
　　  子育て、環境問題、地域福祉など、暮らしの質を良くするために取り組まれている市民の学習と行動の実際と、そこに学問が以下

に貸されているのかをとらえる。さらに、それらをふまえつつ、ゼミ参加者それぞれの教育経験をも振り返りながら、「教育」「学
習」とは何かをあらためて考えあう。

学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：坂井　信之　所属部局等：文学部・文学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  「和食」の文化を科学的に理解する

2 ．授業の目的と概要：
　　  2013年に和食が世界無形文化遺産として登録されたが、和食について日本人自身もよく理解していないことも多い。本科目では、

和食を文化、マナー、栄養学、医学などの観点から理解することを第一目標とする。なお、授業は講義形式の部分と各自調べたこ
とを発表する演習形式の両方を取り入れた形で実施する。次に、ここで理解し修得した知識を、実際の生活面で活用するため、日
本料理の料理人の方々、食品製造会社の研究員の方々などの指導のもと、実習形式により、和食の理解を科学的・文化的な観点か
ら進める。
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学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：諸岡　慧人　所属部局等：法学部・法学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  古典を読み現代社会について考える

2 ．授業の目的と概要：
　　  古典とされる著作を読み、それを踏まえて書かれた近時の文献もあわせて検討し、現代社会について考える。今ある問題や状況に

ついて考察する際、古典を前提とした議論の構築があり得る。実例の一つに接することで、学問の営みがいかなるものか体験して
もらいたい。

学問論演習
集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：中島　平　所属部局等：教育学部・教育学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  自己観察

2 ．授業の目的と概要：
　　  自己観察の実践を通して、自分とは何かを探求する。
　　  そのためには自ら方法を選択して自己観察を行う意志と、その結果を自分で引き受ける責任が必要となる。よって自分の意志で物

事を選択し、その結果に対して自分で責任を負えることが、本授業を受講する条件となる。
　　  担当教員は、これまで学んできた中で、最も素晴らしいと感じた自己理解の方法の一つを伝える。受講者は、その実践を自ら行い

確かめることで自己理解を深めるとともに、他者との違いを学ぶことを通して他者理解も深める。
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学問論演習
月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：山﨑　喜代宏　所属部局等：経済学部・経済学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  企業を見る眼－経営学と思考訓練－
　　  Perspectives on firms -Management and Thinking Training-

2 ．授業の目的と概要：
　　  大学で身につけるべき思考能力を、経営学の領域で実践的に学ぶことを目的とする。
　　  また、グループディスカッションや発表等を通じて、実践的なコミュニケーション能力の向上を目指す。
　　  The purpose of this class is to learn practical thinking skills students should acquire at university in the field of management.
　　  Students also aim to improve their communication skills through group discussions and presentations in this class.

学問論演習
月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：桑村　裕美子　所属部局等：法学部・法学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  働き方の多様化と労働法の世界 diversified work-styles und labour and employment law

2 ．授業の目的と概要：
　　  今、労働分野では、働き方改革の一環として、様々な法改正が行われている。その重要な政策課題の 1 つが、働き方の多様化への

対応である。例えば、正社員か非正社員の二者択一ではなく、中間型である、勤務地や職種が特定された限定正社員が出てきたり、
1 つの会社でのみ働くのではなく、副業をもつ労働者が増えたりしている。本演習では、こうした社会状況を踏まえて、労働分野
で現在生じている様々な問題を取り上げ、法制度の仕組みについてグループで内容を整理・報告してもらい、議論を通じて、より
よい制度とはいかなるものかを思考し、その説得力を高めるための手法を学ぶことを目的とする。

　　  This seminar aims to lead students to a deeper understanding of important regulations and law policy on labor and employment 
law  in  Japan.  Students will  have  to make  a  presentation  on  at  least  two  actual  topics  and  discuss  how  to  solve  the  social 
problems.
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学問論演習
月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：田中　敏　所属部局等：理学部・理学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  小説『数学ガール』を読み解く

2 ．授業の目的と概要：
　　  2014年度日本数学会賞出版賞を受賞した『数学ガール』は、高校生の数学学習を舞台にした物語である。学校教育における数学の

好き嫌いに関わらず多数の高校生の読者を持ち、高校の教員にもファンが多い。その魅力を、数学のみならず、可能であれば教育
学や認知心理学の面からも分析し、数学教育としての効果を明らかにする。

学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：谷川　みらい　所属部局等：経済学部・経済学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  新聞から読み解く日本近代史
　　  Modern Japanese History: Using Newspaper Articles as Materials
2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業は以下の 3 点を目的としています。
　　（1）  日本近代史研究の基本的な手法に触れること。
　　（2）  書籍・論文・新聞・公文書等のデータベースを用いて求める情報を検索する方法を学ぶこと。
　　（3）  他人と協働し新たな知を生み出すという学問の営みを体感すること。
　　  明治・大正・昭和戦前期の新聞記事（日本について論じた外国新聞の記事を含む）を題材として、その記事の背景をなす状況を

様々な方法によって調査・報告し、批評しあうことが演習の主な内容です。毎日コミュニケーションズから出版されている
『ニュース事典』シリーズに収録されている新聞記事から好きなものを選び、その内容をなるべく詳細に分析することを最終課題
とします。

　　  近年では日本近代史研究も、他分野と同様、様々なデータベースを活用して行われるようになっています。この演習で学ぶ、書籍・
論文・新聞・公文書等のデータベースを用いて情報を検索し活用する手法は、歴史研究のみならず、学生・労働者・市民としての
活動に広く役立てられるはずです。

　　  In this course, students will
　　（1）  learn the basic methods of researching modern Japanese history.
　　（2）  learn how to search for information using databases on books, articles, newspapers, and official documents.
　　（3）  experience the academic activity of creating new knowledge in collaboration with others.
　　  Newspaper  articles  from  the Meiji,  Taisho,  and  Showa  pre-war  periods（including  articles  in  foreign  newspapers  discussing 

Japan）will be the subject of this course. The main content will be to investigate and report on the circumstances behind the 
articles using various methods, and to critique each other's work. The final task will be to select a newspaper article of your 
choice from the "News Encyclopedia" series published by Mainichi Communications, and analyze its contents in as much detail 
as possible.
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学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：佐々木　勝一　所属部局等：理学部・理学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  ものの大きさと物理学

2 ．授業の目的と概要：
　　  物理学が対象とする物質には、素粒子、原子核、原子、分子、気体・固体・液体、生物、星、宇宙と連なる階層構造があり、それ

ぞれの階層には特徴的な「大きさ」（長さ、重さ、時間などあらゆる尺度を含む）が存在します。そういった大きさは、その物質
を形成するための力学や物理法則に由来するため、その大きさを意識することは、対象となる物質の定性的な理解につながります。
さらにその大きさに留意した概算は、その物質階層の定量的な判断基準を与えます。前者は、複雑な事象やデータから本質的なも
のを直観的に見通すための手がかりに、後者はそれを数量的に分析する基礎となります。受講者はグループに分かれて、物質の階
層構造におけるそれぞれの大きさを題材に対象となる物質を調べ、それを元にグループ内で議論し、議論した内容をまとめる中で、
物理屋が得意とする直観力と分析力を養ってもらう。

学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：赤間　陽二　所属部局等：理学部・理学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  「多面体とタイリングの幾何を体験する」
　　  Experiencing polyhedra and geometry of tilings

2 ．授業の目的と概要：
　　  科学・生活・芸術にさまざまな多面体が現れる。
　　  その中で代表的な多面体として、正多面体、アルキメデス多面体とアルキメデス双対などに着目し、その具体的な構成法と、対称

性を学ぶ。
　　  川井数理科学財団主催の仙台数学セミナー「多面体と球面」（2015）
　　  宮城野高校における「学問の世界」（2018）のなどの内容に基づく。
　　  Various polyhedra appear in science, engineering, daily life, and art.
　　  As typical polyhedra, we are concerned with Platonic solids, Archimedean solids, and Archimedean duals,
　　  and will study the constructions, the symmetry. Through this, we glance at the introduction of more deep math of polyhedra. 

This course is based on（1）Polyhedra and sphere, Sendai SurugaKu Seminar, Kawai Math Foundation, 2015;（2）Introduction 
to Science, Miyagino High School 2018.
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学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：中原　恒　所属部局等：理学部・理学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  ハザードマップを理解する
　　  ―地震を例として―
　　  Understanding hazard maps: Taking earthquakes as an example

2 ．授業の目的と概要：
　　  日本はこれまでたびたび地震による被害を受けてきました．その歴史から貴重な教訓を得て，次の地震に備えることが大切です．

そのためのひとつの手段として，地震ハザードマップが作成されています．このハザードマップには確率が用いられており，理解
することは必ずしも容易ではありませんが，一緒に考えたいと思います．また，演習や計測とデータ解析等を通して，自分の住ん
でいる場所の揺れやすさを理解することを目指します．地震国に暮らす一員として，「地震リテラシー」を体得することを目的と
します。

　　  Japan has often been damaged by earthquakes. It is important to take valuable lessons from that history and prepare for the 
next earthquake. An earthquake hazard map has been created as one of the means for that purpose. Because probability is used 
in this hazard map, it is not easy to understand it. But we would like to think about it together. In addition, through exercises, 
measurements,  and data  analysis, we  aim  to understand  the  susceptibility  of  the place where we  live  to  earthquake ground 
motions. The purpose is to acquire "earthquake literacy" as a member living in an earthquake-prone country.

学問論演習
月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：秋山　正幸、板　由房、市川　幸平、木村　成生　所属部局等：理学部・理学研究科．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  天文学の研究を体験し、研究力を身につける

2 ．授業の目的と概要：
　　  宇宙の成り立ちやそこにある天体を観測的また理論的に研究する天文学を題材として、研究者がどのように「研究」をしているの

かを体験する。具体的には、自ら研究テーマを策定し、研究を遂行し、結果をまとめて発表をする、一連の活動を行う。研究は
4-5人程度のチームを組んで行い、チーム内での議論や役割の分担なども含めたグループワークについても身につけてもらう。こ
れらの活動を通じて、題材である天文学のみでなく、より汎用的な「課題を設定する力」「研究を進める力」「チームワーク」「結
果を説明する能力」などを身につけてもらい、今後の学部生活でもそれらの能力を生かして有意義に過ごしてもらうことをゴール
とする。
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学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：磯田　弦　所属部局等：理学部・理学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  基礎的技術再訪 : 布を作る

2 ．授業の目的と概要：
　　  かつては家庭でも行われていた布の作成を、実践する。

学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：高石　慎也、叶　深、權　垠相、森　直紀　所属部局等：理学部・理学研究科．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  分子の不思議Ⅰ

2 ．授業の目的と概要：
　　  化学という学問が取り扱う分野は現在極めて多岐にわたる。その中でも本基礎ゼミでは下記に示す 4 つの小テーマを取り上げる。

分子が引き起こす種々の不思議な性質や反応を、研究者の研究手法と共に紹介する。また関連した体験学習を行うことで、化学の
魅力や研究の醍醐味を肌で感じてもらう。

　　・  分光法による分子構造解析
　　・  電気化学と電池
　　・  有機触媒を用いた不斉反応
　　・  ペロブスカイト太陽電池の作成と評価
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学問論演習
集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：酒井　寿郎、伊藤　亮、高橋　宙大　所属部局等：医学部・医学系研究科，大学病院．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  脂肪細胞の生命科学とエピゲノム

2 ．授業の目的と概要：
　　  近年の目覚ましい技術進歩により、生命科学領域は飛躍的な発展を見せている。このような背景を基に、脂肪組織についての研究

も進められ、脂肪組織は単なる貯蔵組織ではなくホルモン分泌や熱産生において重要な器官であることが明らかにされてきた。脂
肪組織を形作る脂肪細胞は「エピゲノム」と呼ばれる DNA 配列に依らない遺伝暗号（後天的なゲノム修飾）によりコントロール
されている。本コースでは脂肪細胞やエピゲノムについての基本的な知識を学習し、さらに実習を通して分子生物学的解析手法を
習得し、得られた学習成果・実験結果は要約して発表を行う。

学問論演習
集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：細井　義夫、橋本　拓磨、漆原　佑介　所属部局等：医学部・医学系研究科，大学病
院．開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  福島第一原子力発電所事故と放射線の生物影響

2 ．授業の目的と概要：
　　  放射線は放射線診断・放射線治療・核医学として医学領域で広く用いられています。また、原子力発電を始めとして産業界でも広

く用いられています。他方では、世界中で様々な放射線被ばく事故が発生しています。放射線は、避けては通れない有用な道具で
ある反面、被曝事故等により人体に悪影響を与える可能性もあります。放射線による生物影響を正しく理解しておくことは、専門
領域によらず重要な事です。本講義は、大学生として学ぶべき放射線に関する知識について理解を深める事を目的としてます。
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学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：大沼　忍、田中　直樹、渡辺　和宏、山村　明寛　所属部局等：医学部・医学系研
究科，大学病院．開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  消化管疾患と外科手術

2 ．授業の目的と概要：
　　  外科治療が適応となる消化管疾患には様々なものがある。本講義では、消化管の解剖、各消化管疾患の病態、治療法としての外科

手術、手術適応について学習し、理解することを目的とする。
　　  There are various gastrointestinal diseases for which surgical treatment is indicated. The purpose of this lecture is to learn and 

understand  the  anatomy  of  the  gastrointestinal  tract,  the  pathophysiology  of  each  gastrointestinal  diseases,  surgery  as  a 
treatment method, and surgical indications.

学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：古川　徹、斎木　由利子　所属部局等：医学部・医学系研究科，大学病院．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  ゲノムとがん
　　  Genome and Cancer

2 ．授業の目的と概要：
　　  本演習ではゲノムとがんについて探索的な学びを行う。ゲノムは生物の設計図であり、一方で、がんは難治性疾患、すなわち、治

りにくい病気の代表で、現在、本邦における死因の第一位となっている。ゲノムとはどういうものか、がんとはどういうものか、
ゲノムとがんがどのように関係しているのか、がんを治すためにはどのようなことを考える必要があるのかについて探索的に
学ぶ。

　　  In this class, students will  learn about genome and cancer  in an explorative way. Genome is a blueprint of  life. On the other 
hand, cancer is an intractable disease and a leading cause of death in Japan. Students will be asked, explore, and explain about: 
What is genome? What is cancer? How do genome and cancer interact? What is required for curing cancer?
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学問論演習
集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：齋藤　昌利　所属部局等：医学部・医学系研究科，大学病院．開講セメスター： 2セ
メスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  周産期医療の光と影

2 ．授業の目的と概要：
　　  子宮 / 卵巣といった女性生殖器の解剖学的・機能学的な基礎知識を知った上で、妊娠成立までのプロセスについて修学してもら

う。その中で、妊娠率を下げてしまう疾患や病態についてディスカッション形式で知識を身につける。また、経腟分娩や帝王切開
のプロセスも知ってもらい、「出産」というライフイベントが如何に尊いものであるかを知ってもらう。

　　  一方で、人工妊娠中絶や未受診 / 飛び込み分娩、合計特殊出生率の低下、少子高齢化、分娩施設集約化といった周産期医療を取り
巻く問題についても知ってもらい、その光と影から自分達に何ができるのかを考えてもらう。

学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：久志本　成樹、藤田　基生、佐藤　哲哉　所属部局等：医学部・医学系研究科，大
学病院．開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  社会で取り組む災害対応 /Disaster management for everyone

2 ．授業の目的と概要：
　　  東日本大震災の経験や日本の自然災害の情勢を踏まえると、災害対応においては、多職種の協働､ 多分野の知見の集約など、組織

を越えた平時からの連携体制を整備し、予防、医療を含む対応、復興を検討していく必要がある。本コースでは、災害対応におけ
る基礎知識を確認し、共通言語と原則を理解し、人道支援の観点から「被災者の生命と健康、生活の維持」について考え、市民に
よる「自助」、地域、企業等による「共助」、本市や関係機関による「公助」、それぞれにおける取組を学ぶことで、災害対応能力
の向上を目指し、災害時に地域社会への貢献ができるようになることを目的とする．/Based on the experience of the Great East 
Japan Earthquake and the situation of natural disasters in Japan, in disaster management, it is always necessary to establish a 
cooperation system that transcends organizations, such as collaboration of multiple occupations and aggregation of knowledge in 
multiple fields, and to consider prevention, medical care, and reconstruction. In this class, we will confirm the basic knowledge in 
disaster management,  understand  the  common  language  and  principles,  and  think  about  "life  and  health  of  disaster  victims, 
maintenance of life" from the viewpoint of humanitarian assistance. By learning about "self-help" by citizens,　"mutual assistance" 
by  communities  and  companies,  and  "public  assistance"  by  the  city  and  related  organizations, we  aim  to  improve  disaster 
management and to be able to contribute to the community in the event of a disaster.
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学問論演習
月 1・月 2・集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：舟山　眞人　所属部局等：医学部・医学系研究科，大学病院．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  法医学を知る

2 ．授業の目的と概要：
　　  法医学という言葉を聞いて、なにやら医学に関連した法律の解釈を行う学問というイメージがあるかもしれません。しかし法医学

はあくまでも「医学」の一分野です。一般の人 （々亡くなった方を含みます）が生活の中で遭遇する、しかも医学上の判断が必要
な法律上の案件に関し、その関係者（ご遺族や捜査員など）に適切なアドバイスを行い、またそれに関連した研究をおこなうとこ
ろです。もちろんそれには幅広い医学的知識が必要です。

　　  しかしたとえば犯罪が絡む刑事裁判事例で、検察官や弁護士の方は医学教育を受けてはいません。更に裁判員の方々の大半は医学
に関し全くの素人です。法医学者はそのような方々にも理解できる説明を求められます。

　　  従って、今回の演習も特段医学知識のない君たちでも、われわれの活動が理解してもらえるものと思います。すなわち、将来いろ
いろな分野で活躍する君たちに法医活動の一部を知っていただくのが、今回の演習の目的の一つです。

学問論演習
集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：山口　拓洋、邱　士韡　所属部局等：医学部・医学系研究科，大学病院．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  臨床試験・臨床研究と患者・市民参画（PPI）
　　  Clinical Trials and Research, and Patient and Public Involvement

2 ．授業の目的と概要：
　　  臨床試験・臨床研究に関する基礎的な知識とその意義を学ぶとともに、患者・市民の視点を取り入れる意義について議論する。
　　  To learn basic knowledge about clinical trials and research and their significance, and to discuss the significance of incorporating 

the perspectives of Patients and Public.
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学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：田宮　元　所属部局等：医学部・医学系研究科，大学病院．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  人類進化と持続可能医療・未来社会
　　  Human evolution, sustainable medicine, and future society

2 ．授業の目的と概要：
　　  人類の進化の歴史と現在の疾患負荷、さらには将来にわたる展望について学び、持続可能な医療や未来社会について考える
　　  We  study  human  evolutionary  history,  present  disease  burdens,  and  future  perspective  to  provide  insights  into  sustainable 

medicine/healthcare and future society.

学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：中山　啓子、城田　松之　所属部局等：医学部・医学系研究科，大学病院．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  発見はどこから生まれたのか  ー ノーベル賞受賞論文を読む ー
　　  Where do discoveries come from? - Reading Nobel Prize winning papers

2 ．授業の目的と概要：
　　  ノーベル医学生理学賞またはノーベル化学賞の受賞根拠となった生命科学系の原著論文（英語）を読み、以下の点について学び・

考える。
　　  1）  論文の読み方・書き方（論文は、どのような構成で作られているのか）。
　　  2）  発見はどのようになされたのか（関連論文などから、研究者が課題にどのように向き合ったのかを調べ、研究へ向き合う態度

を知る）。
　　  3）  発見は、その後の社会にどのようなインパクトを与えたのか（発見から時間が経ち、人々・社会に何を残したのか、科学のは

たす役割を考える）。
　　  4）  これからの社会で求められるものを想像してみる。
　　  Students will read original papers（in English）in the life sciences on which the Nobel Prize in Physiology or Chemistry was 

based, and learn and think about the following points
　　（1）  How to read and write a paper（how is a paper structured?）
　　（2）  How discoveries are made（how the researcher confronted the issue from related papers, etc., to understand the attitude 

toward research）
　　（3）  What impact did the discoveries have on society afterwards?（Think about what the discoveries have left behind for people 

and society over time, and the role of science）
　　（4）  Imagine what will be required in the future society.
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学問論演習
集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：千田　浩一、武田　賢、植田　琢也、金田　朋洋　所属部局等：医学部・医学系研究
科，大学病院．開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  人体の内部を探る放射線

2 ．授業の目的と概要：
　　  X 線撮影、CT、MRI などは、人体の中を画像化するための手段（画像診断装置）である。現在では、医療にとってこれらの画像

による診断は不可欠である。そして、代表的ないくつかの画像診断装置は人体内部を調べるために放射線を利用している。また、
放射線は治療にも使われている（放射線治療）。本授業においては、画像診断装置や放射線について、原理の概要や、何がどう見
えるのか、どう役立つのか、無ければどう困るのか、などを座学（講義）と体験学習によって学ぶ。

学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：尾﨑　章子、清水　恵（着任予定）所属：医学部・医学系研究科，大学病院．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  老いを考える   Thinking about “Aging”

2 ．授業の目的と概要：
　　  老いとはどのようなことでしょうか。この授業では、高齢者の物語を通してその生活世界に接近した後、老い、高齢者、高齢社会

などに関連したテーマの中から、各自の関心や問題意識に応じて課題を設定し、高齢者自身にとっての老い、ケアのあり方、高齢
者を取り巻く家族や社会の諸相について理解を深めます。

　　  What  is “Aging”?  In this class, we will first try to know the world where older adults  live through the narratives of older 
adults. And according to your interests or awareness, set up themes related to aging, older adults, and the aging society, and 
deepen our understanding of what is “aging” for older adults themselves, how to care for older adults, and various aspects of 
the family and society surrounding older adults.



─ 17 ─

学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：根本　英二、山田　聡、梶川　哲宏、石幡　浩志、荘司　佳奈子　所属部局等：歯学部・
歯学研究科，大学病院．開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  ヒトは何故、歯周病になるのか？

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業は、歯周疾患の成り立ちについて理解し、疾患の予防や治療の概念に役立てる基礎を習得することを目的とする。
　　  口腔の二大疾患である歯周病について、細菌学的因子および生体の局所的・全身的因子から、歯周疾患の発症要因を理解するとと

もに、最新医療技術の視点からも疾患の予防や治療の概念を理解する基礎を習得する。

学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：多田　浩之、鷲尾　純平、菅原　俊二、髙橋　信博、黒石　智誠、安彦　友希　
所属部局等：歯学部・歯学研究科，大学病院．開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  口はわざわいのもと？
　　  Is the mouth the root of trouble?

2 ．授業の目的と概要：
　　  私達のからだを「ホスト（宿主）」、そこに住む小さな生き物（微生物）を「パラサイト」といいますが、健康でいられるか、それ

とも病気になるかには、「ホスト」と「パラサイト」のせめぎあいの場、すなわち「インターフェイス」が重要な鍵を握っています。
「口」の中には多数の微生物が棲息しており、「インターフェイス」の破綻の結果、虫歯や歯周病などの口の病気、さらには全身の
病気の原因となります。「口」は「ホスト」と「パラサイト」の接する最前線であり、わざわいとなるか否かは、口で決まると言っ
ても良いでしょう。

　　  本授業では、「ホスト・パラサイト　インターフェイス」の重要性を理解するとともに、「口」「全身」そして「健康」との関連に
ついて科学的に考えることを目的とします。

　　  Regarding the microorganisms living on our body surface, our body acts as a 'host', while the microorganisms act as 'parasites'. 
Host-parasite  interactions  can  be  a  key  factor  affecting whether we  are  healthy  or  not. A  tremendous  number  of 
microorganisms  live  in  the mouth, and  imbalances  in  the host-parasite  interactions can result  in oral diseases,  such as dental 
caries and periodontitis, and systemic diseases. The mouth is the initial interface between host and parasite, and thus, our health 
is affected by the conditions in the oral cavity.

　　  This course helps students understand the importance of host-parasite  interactions, and their effects on the mouth, the whole 
body, and our health.
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学問論演習
集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：野口　拓也、吉戒　直彦、尾﨑　太郎、矢野　環、佐藤　恵美子、李　宣和　
所属部局等：薬学部・薬学研究科．開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  くすりの科学
　　  Drug Science

2 ．授業の目的と概要：
　　  くすりを科学的に理解することを目的とする。そのために、くすりの生体での効果と作用機序について理解する。さらに、くすり

を作るための方法論と分析法を学び、くすりのもととなる有望物質を探索し、くすりを開発する過程を理解する。これらについて、
自ら調べるとともに、簡単な実験を行い理解する。また、くすりが生命とどのように関わっているかを考え、その役割について理
解することを目的とする。

　　  The purpose of this class is to understand drugs scientifically. Students may understand the effect and mechanism of action of 
drugs  in the  living body. In addition, they will  learn the methodology for drug discovery and analytical methods, and explore 
promising substances that are the source of drugs, and understand the process of developing the drugs. We will examine these 
questions by ourselves and conduct simple experiments to understand them. Another purpose of this study is to consider how 
the drugs relate to life and to understand their roles.

学問論演習
月 2・木 5・集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：齋藤　正寛　所属部局等：歯学部・歯学研究科，大学病院．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  生体における合着、接着
　　  Bonding for dental restoration and their applications

2 ．授業の目的と概要：
　　  物と物を接合することは日常的に行われているが、歯科治療においても古くから歯科修復物を歯へ合着、あるいは接着することが

治療の一部として行われてきた。歯は他の生体器官・組織と比べて自然に治癒する能力や、組織を修復する能力に劣っているため、
歯科治療では歯科材料を用いて修復し、機能や形態の回復をはかることが大半である。とくに咬合時に大きな力が繰り返しかかる
歯の修復治療では、修復物が生体と完全に接合されていないと、その機能をまったく発揮できないことになるため、歯科治療にお
いては歯科修復物の適切な合着、接着がきわめて重要である。ここでは合着、接着の基礎を学び、修復物を歯に合着、接着する歯
科用セメントの特徴、歯との接着方法とその様式について理解する。さらに、歯科の修復物も単独あるいは複数の材料から構成さ
れているため、これらの材料同士の接合についても実際に接着強さを測定し、その接着様式について学習する。

　　  Here,  you will  learn  the  basics  of  bonding,  and  understand  the  characteristics  and mechanism  of  bonding materials  such  as 
dental cements used for luting or adhesive restoration to teeth.
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学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：小野　崇人、戸田　雅也　所属部局等：工学部・工学研究科．開講セメスター： 2セメス
ター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  微小エネルギーの創成と活用 /Generation and applications of microenergy

2 ．授業の目的と概要：
　　  近い将来、膨大な数のセンサが利用され、センサ情報を AI などで処理して、地球規模の課題に取り組んだり、新しいサービスを

生み出すことが期待されている。膨大な数のセンサを利用する社会では、個々のセンサをメンテナンスフリーで自立動作させるこ
とが期待されている。このような背景のもと、環境からエネルギーを取り出して蓄電し、必要に応じて利用する方法について学ぶ。

学問論演習
集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：梶本　真司、斎藤　芳郎、井上　飛鳥、平塚　真弘、安立　昌篤、笹野　裕介　
所属部局等：薬学部・薬学研究科．開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  くすりを探る

2 ．授業の目的と概要：
　　  くすりを総合的に知るためには、有効成分の構造や分子の立体的な形、化合物を組み立てる方法、生物学的な活性や機能などにつ

いて学ぶことが必要である。この授業では実験・実習を通して、くすりを様々な角度から「探る」ことを目的とする。
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学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：大町　真一郎、伊藤　彰則、西山　大樹　所属部局等：工学部・工学研究科．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  音声・画像・信号の通信方式
　　  Sound, image and signal communication

2 ．授業の目的と概要：
　　  音声・画像・信号の通信方式の基礎を修得する。
　　  The course deals with the basics of sound, image, and signal communication.

学問論演習
月 2・木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：薮上　信、桑波田　晃弘　所属部局等：工学部・工学研究科．開講セメスター： 2
セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  磁気工学の生体応用、生体医工学入門
　　  Introduction of Magnetic engineering, Biomedical application, and Bio-engineering

2 ．授業の目的と概要：
　　  電磁気学、磁気工学、生物学の関連分野の概要を説明し、近年進展している磁気工学をベースにした生体計測、治療等への応用な

らびに生体医工学について解説する。その上で薮上・桑波田研究室で取り組んでいる研究テーマの中から、基礎的な研究テーマに
ついて実習形式で学ぶ。

　　  An overview of the related fields of electromagnetism, magnetic engineering, and biology will be given. The recent applications 
of magnetic engineering to biomedical engineering and biomedical measurement, and treatment based on magnetic engineering 
will  be  explained. Then, we will  learn  about  the  basic  research  themes  of Yabukami-Kuwahata  laboratory  through  practical 
training.
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学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：佐藤　裕、鴇田　駿　所属部局等：工学部・工学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  溶接・接合論　ものづくりのキーテクノロジーを学ぶ
　　  Welding and Joining Technology - Learn the key technology of manufacturing -

2 ．授業の目的と概要：
　　  目的：材料から製品を製造するための溶接・接合技術は工業生産活動の重要な位置を占める。この授業では、ものづくりのキーテ

クノロジーである溶接・接合技術の重要性を学ぶ。
　　  概要：溶接・接合プロセスの工業生産工程における役割や重要性、溶接・接合技術の基礎や特徴、問題点を具体的な事例を各自取

り上げながら学ぶ。
　　  Welding and joining technology is one of the most important processes to manufacture the industrial products. The objective of 

this course is to learn the importance of the key technology of manufacturing, i.e., welding and joining technology.
　　  Besides  role and  importance of welding and  joining  in  the manufacturing process,  fundamentals,  characteristics and practical 

problems  of welding  and  joining  technology will  be  learned  through  their  industrial  applications.  Students  need  to  find  the 
appropriate applications of welding and joining technology by themselves.

学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：三ツ石　方也　所属部局等：工学部・工学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  空はなぜ青いのか？

2 ．授業の目的と概要：
　　  [ 青の物理学 ]（原書 Sky  in a Bottle）には、「空はなぜ青いのか？」という問いに対する取組みについて壮大なドラマが繰り広げ

られています。本書をとおし、自然の素晴らしさの一端を学びます。具体的には、各講義の担当を受講者に割り当て、発表内容に
ついて議論する方式で講義を進めます。
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学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：高橋　信、中田　俊彦、中村　健二、石田　修一（着任予定）所属：工学部・工学
研究科．開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  科学技術と社会の関係を考える実践演習
　　  Practical Seminar on Science, Technology and Society

2 ．授業の目的と概要：
　　  科学技術と社会の関係に関して、特定の技術分野に関する講義と討論を通じて俯瞰的な状況認識を獲得することを目的とする。
　　  Acquire the insight on the global perspectives of science, technology and society through lectures and disucussion of issues on 

specific technological domain.

学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：山川　優樹、京谷　孝史、風間　基樹、山田　正太郎、加村　晃良　
所属部局等：工学部・工学研究科．開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  地盤災害を防ぐための土木工学基礎実験
　　  Fundamental experiments in Civil Engineering for Geo-disaster prevention
2 ．授業の目的と概要：
　　  「土」や「地盤」について考えたことがあるだろうか？地盤は，道路・鉄道・橋・トンネルといった社会基盤施設や建物を安定的

に支える役割を担っている．土は地盤を構成するだけでなく，堤防やダムなどの土木構造物を造るときに必要となる重要な工学材
料でもある．さらに，斜面崩壊，地すべり，土石流などの地盤災害から身を守るためには，土の性質をよく理解することが必要で
ある．土は土粒子と水と空気からなる三相混合体で，普段は固体の挙動を示すが，地震時などには液体のように振る舞うことがあ
り，その性質は複雑である．

　　  このように我々の生活に密接に関連する地盤についての学術・技術を扱う地盤工学は，土木工学の重要な学問領域のひとつで
ある．

　　  この授業では，基礎的な実験を通じて土と地盤の力学的性質とその基本原理について理解を深めるとともに，地盤災害を防ぐため
の土木工学技術に対する認識を高めることを目的とする．

　　  Have you ever thought about "soil" and "ground"? The ground plays a role as the foundation in stably supporting infrastructures 
such as roads, railroads, bridges, tunnels, and buildings. Soil not only constitutes the ground, but is also an important engineering 
material that is required for building civil engineering structures, such as embankments, dams, etc. Furthermore, it is necessary 
to understand the properties of soil in order to protect ourselves from geo-disasters, such as slope failure, landslides, and debris 
flow. From a physical viewpoint, soil is a three-phase mixture of soil particles, pore water, and pore air, which exhibits complex 
mechanical behavior: it normally behaves as a solid, but can exhibit liquid-like behavior due to liquefaction during earthquakes.

　　  Geotechnical  engineering  is  one  of  the most  important  disciplines  in  civil  engineering  because  it  deals with  the  science  and 
technology of the ground, which is closely related to our daily life.

　　  The purpose of this course is to deepen students’ understanding of the mechanical properties of soil and ground and their basic 
principles through basic experiments, and to increase their perception of civil engineering technology to prevent and mitigate 
geo-disasters.
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学問論演習
集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：中瀬　博之　所属部局等：工学部・工学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  オンラインミーティングの質を向上するバーチャルリアリティ空間の構築

2 ．授業の目的と概要：
　　  3 D 空間をソフトウェアで構築し、ヘッドマウントディスプレイを用いたバーチャルリアリティ（VR）空間の没入体験を通じて

VR 空間の有用性を認識する。ポストコロナのリモート講義や実験・実習を実施可能な VR 空間の確立を目標として実習を行い、
実用性の高い VR 空間の構築・活用手法の習得を目指す。VR 空間の作成に必要な Unity  + C# の活用を学ぶ。Cardboard を組み
立てスマホと組み合わせることで、自身で作成した VR 空間を体験する。

学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：中瀬　博之、大石　加奈子　所属部局等：工学部・工学研究科．開講セメスター： 2セメ
スター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  グループディスカッションとアイデア整理のスキルアップ講座

2 ．授業の目的と概要：
　　  組織を活性化し成長させるイノベーションを生み出すツールとしてのグループディスカッションの実習を、身近な組織のテーマ

（東北大や仙台市など）を対象に実施する。ファシリテーターの役割や、創造性を高める各種ツールの利用方法を、グループワー
ク実習を通じて学び、効果的なグループワークの活用手法の習得を目指す。
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学問論演習
木 5・集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：伊藤　房雄　所属部局等：農学部・農学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  農村の未来
　　  The future of the rural area

2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業では、東日本大震災の被災地などで行われている農業・農村復興の取組を学び、それをもとにバックキャスト型アプロー

チによる農村の未来像を描き、その実現に向けてどのような施策が必要となるのか検討して、それらをレポートにまとめる。
　　  The object of this class is firstly to understand several revitalization efforts of agriculture and rural community at the stricken 

area of the Great East Japan Earthquake. Secondly, we draw a future image of rural area with the backcast approach. Then we 
consider what kind of measures will be necessary to realize its future image. Finally, we make a report.

学問論演習
月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：中瀬　博之　所属部局等：工学部・工学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  AI を活用した Web アプリの開発実践ゼミ

2 ．授業の目的と概要：
　　  個人や組織の情報発信手段として最もポピュラーなウェブサイトの構築方法として HTML 及び CSS を学び、機動的なウェブサイ

トの構築やマーケットからの情報収集を実現する PHP や各種 Script の活用方法を学ぶ。更に、データ分析や AI のウェブアプリ
への適用方法を学び、高度なウェブサイト構築手法の習得を目指す。
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学問論演習
集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：加藤　健太郎、多田　千佳、福田　康弘　所属部局等：農学部・農学研究科．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  動物と感染症
　　  Animals and infectious diseases.

2 ．授業の目的と概要：
　　  新型コロナウイルス感染症が流行した。人類の歴史は振り返ってみると感染症との共存状態にあったともいえる。さらに、ヒト以

外の動物も依然として感染症と共存を続けている。近代化するに従って、これまでヒトにとって未開だった土地にヒトが初めて踏
み込み、動物との接触も頻繁に起こるようになった。また、ヒトの移動も容易に行えるようになった。これまで動物間で感染が成
立していた病原体がヒトにも感染することができるように変異し、ヒトにとっては初めての新しい感染症が出現する機会が格段に
増えた。

　　  この授業では、動物の感染症を引き起こす様々な病原体について自ら調べることで、感染症の流行がなぜ起こるのか獣医学的な視
点から議論したい。

　　  COVID-19 became pandemic. The history of human beings was the one with the infectious diseases. The animals except human 
beings are also living with the infectious diseases. Recently we have entered into the undiscovered places and often contacted 
with animals. We can  transport all over  the world easily. The pathogens which have  the  life cycles between animals can be 
infected with humans with their mutations. Therefore, we often meet the new pathogens.

　　  In this class, after the students learn the pathogens which cause animal infectious diseases by themselves, we want to discuss 
why the infectious diseases happen from the veterinary viewpoints.

学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：戸田　雅子　所属部局等：農学部・農学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  健康と食品のつながりを科学する /Understanding science for food function and health

2 ．授業の目的と概要：
　　  日本は高齢化社会を迎え、食品の機能性を活用する健康増進が着目されている。これまでに多くの特定保健用食品や機能性食品が

開発されている一方で、食品の機能性に関する情報は混沌としている。本授業では食品成分による生体調節機能の作用機序につい
ての知識を深める。また、実際に販売されている特定保健用食品や機能性食品の関与成分やその機能発現メカニズム、研究開発の
背景、関連特許などを調べ、討論することで、食品の機能性についての正しい知識を身につける。また、食と疾患との関連につい
て考察する。/Since Japan is facing rapid population aging, nutritional and health impact of foods on the health has been of grate 
concern.  This  course  provides  students with  both  lecture  and  active  learning  to  gain  basic  and  advanced  knowledge  about 
bioregulatory function of food-derived components. In the active learning, students will investigate background of research and 
development  of “foods  for  specified  health  use”  and “functional  foods”  and  discuss  it.  In  addition,  basic  knowledge  about 
association of diet and onset of diseases will be introduced.
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学問論演習
月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：和田　裕一　所属部局等：情報科学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  マンガ読解の認知科学
　　  Cognitive Science of Manga Reading

2 ．授業の目的と概要：
　　  マンガは文字と絵の複合的なメディアである。マンガを読むという行為は、文字認知やイメージ処理、ストーリー理解や感情表現

といった、ヒトの認知処理が関与する多くの要素を含んでいる。しかし、マンガの読みの認知特性に関してはまだ研究が十分に蓄
積されておらず、探求すべき価値のある多くのテーマが残されている。そこで本授業では、マンガを読むという身近な行為を、認
知科学の視点から科学的に探求することを目的とする。（マンガを描いたり、マンガの批評やレビューを行うといった主旨ではな
いことに留意してほしい。）

　　  Manga  is  a  complex media  of  text  and  pictures.  The  act  of  reading  comics  involves many  elements  of  human  cognitive 
processing, such as text recognition, image processing, story comprehension, and emotional expression. However, the cognitive 
characteristics of comics reading have not been sufficiently studied yet, and there are still many themes worth exploring. In this 
class, we aim to scientifically explore the familiar act of reading comics from the perspective of cognitive science.（Please note 
that the purpose of this class is not to draw comics or to critique or review comics.）

学問論演習
月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：勝山　稔　所属部局等：国際文化研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  学問論演習　映画から何を読み取るか
　　  Academic Theory Exercise What can we read from movies?

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業は、学問論の演習として映画を活用する。本授業の講師は人文学研究が専門である。そのため、人文学的研究の醍醐味と魅

力を体験することを目的として、映画を一つの媒体として活用し、講義や討論を介して人文科学の方法を学び取ってほしい。
　　  This  class will  utilize  film  as  an  exercise  in  academic  theory.  The  instructor  of  this  class  specializes  in  humanistic  studies. 

Therefore, with the aim of experiencing the real thrill and appeal of humanistic research, we hope that students will utilize film 
as one medium and learn the methods of the humanities through lectures and discussions.
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学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：村上　斉　所属部局等：情報科学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  暮らしの数学
　　  Mathematics in Everyday Life

2 ．授業の目的と概要：
　　  日常生活に，数学の立場からツッコミを入れよう．普段見かける物事の中には，数学的に考えてみると違った興味をひくものがあ

ります．本やインターネットを使ったり，実際に調べたりしながら，その結果を自分自身の言葉で説明しましょう．
　　  When we think mathematically, our everyday life is full of wonder. Explain your own idea by using books and/or internet.

学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：住井　英二郎、乾　健太郎、篠原　歩、鈴木　顕　所属部局等：情報科学研究科．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  コンピュータサイエンス体験演習 / Experiencing and Exercising Computer Science

2 ．授業の目的と概要：
　　  現代社会の基盤となっている「情報システム」の基礎をなす学問である「コンピュータサイエンス」の複数のトピックを，演習を

交えて体験する．
　　  /
　　  To  experience  "computer  science",  an  academic  area  on  the  foundation  of  information  systems  forming  a  fundamental 

infrastructure of modern society, with exercises.
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学問論演習
木 5・集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：大橋　一正　所属部局等：生命科学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  細胞の化学：細胞を操作して観察する技術 /Biochemistry of cell: Techniques of manipulation and observation of Cells

2 ．授業の目的と概要：
　　  生命科学分野は遺伝子操作技術の進歩によって大きく発展してきた。本講義は、動物細胞の構造、遺伝子、タンパク質とその機能

とその研究方法について理解することを目的とする。そのために、基礎的な細胞生物学の知識を習得するとともに、遺伝子操作技
術によって細胞に人為的に蛋白質を発現させ、顕微鏡観察によってタンパク質の機能を解析する実験を行う。

　　  The progress of gene engineering technology has significantly advanced life science. This lecture aims to understand the basic 
knowledges of  the structure of animal cells, genes, proteins and their  functions, and the research techniques. To achieve this 
goal,  students  learn  the  basic molecular  cell  biology  and  conduct  gene  engineering  experiments  and  observe  the  cells with 
microscopy.

学問論演習
集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：田中　良和　所属部局等：生命科学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  分子を見る

2 ．授業の目的と概要：
　　  生命活動は，蛋白質や DNA，RNA，多糖などの生体高分子化合物の働きにより成り立っている．これらの生体高分子化合物は，

共通な骨格構造を持つ単量体が重合したものであるが（例えば蛋白質はアミノ酸が重合したものである），単に単量体が重合した
だけでは正しく機能することができず，配列に応じた正しい立体構造を形成してはじめて正確に機能することができるようにな
る．本講義では，これらの生体高分子の構造を解析するためのいくつかの物理化学的手法を体験し，DNA の二重らせん構造のよ
うな生体高分子化合物の立体構造がどのようにして明らかになるのかを理解することを目指す．
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学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：出江　紳一　所属部局等：医工学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  イノベーションへの問いを育むコーチングの理論と実践
　　  Principle and Practice of Coaching to Nurture Questions Leading to Innovation

2 ．授業の目的と概要：
　　  発見そしてその先にあるイノベーションの起点は良い問いを立てることである。イノベーションとは、単なる技術革新ではなく、

世の中の仕組みや組織を改革し新たな価値を生みだすことにより、社会を大きく変える活動である。そして革新的な発見に必要な
問いを育むには、自身の探求力だけでなく、他者を触発する力、他者と関わろうとする動機付けが必要である。この授業では、対
話的コミュニケーションであるコーチングの学修を通して、大学での探求活動に必要な能動的な姿勢と自分では気付かなかった新
たな視点を獲得するコミュニケーションを体験する。

　　  The starting point for discovery and innovation beyond that is to ask good questions. Innovation is not about simply inventing 
new technology, but is viewed as activities that bring vast shift to the society by changing social systems and producing novel 
values. To nurture the questions necessary for innovative discoveries, it is essential not only to have the ability to explore, but 
also to have the ability to  inspire others and the motivation to engage with them. In this course, students  learn coaching, an 
interactive communication, and experience communication to acquire proactive attitude and new perceptions that are required 
for exploratory activities at the university.

学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：成田　史生　所属部局等：環境科学研究科．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  環境に配慮した究極の複合材料を作ってみよう /Let’s develop the best eco-friendly composite!

2 ．授業の目的と概要：
　　  本テーマでは， 2 種類以上の材料を組み合せることで，素材単独では得られない性質を発揮できるようにした複合材料を設計・製

作し，ものづくりの楽しさを体験します。まず初めに，どのようにしたら身近な環境にやさしい材料で，素材単独では得られない
性質を引き出せるかを考えます。次に，振動や衝撃などの運動エネルギーから電気エネルギーを取り出せる複合材料の開発に挑戦
します．

　　  In  this  theme, we will  experience  the  fun of manufacturing by designing and manufacturing composite material with  two or 
more materials  that you cannot be obtained by a  single material. First, we will  consider how  to bring out  the properties  of 
material that is not be able to gain a material solely, by using a familiar and environmental friendly materials. Next, we will try 
to develop composite material that can extract electrical energy from kinetic energy such as vibration or impact.
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学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：近藤　創介　所属部局等：金属材料研究所．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  設計と強度の考え方

2 ．授業の目的と概要：
　　  例えばトンネルの入り口がアーチ型になっていることが多いのは、上部からの圧力が分散されることによって壊れにくいからだと

いうことはみんな知っているし感覚的にも理解できる。でも、本当にそうか確かめたことはあるだろうか。
　　  この授業では、モノを設計して、造って、壊すまでを行い、それを通じて材料設計の感覚を身につけることを目的とします。

学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：岡田　純平　所属部局等：金属材料研究所．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  金属の融解と凝固

2 ．授業の目的と概要：
　　  鉄鋼材料をはじめとする社会で広く用いられる金属材料の多くは、金属を溶かし固めることによって作られています。本講義では、

金属の融解と固化について基礎的な事項から説明し、金属の融解実験を行います。さらに、金属材料についての古典的な論文を講
義で読み、最後に各自で読んだ論文の内容について発表してもらいます。
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学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：小宮　敦樹、伊藤　高敏　所属部局等：流体科学研究所．開講セメスター： 2セメ
スター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  ながれ学　～現象・計測・応用～
　　  Flow Dynamics -Phenomenon, Measurement and Application-

2 ．授業の目的と概要：
　　  自然界を構成する様々なスケールの流動現象と、その工学的応用について学ぶ。
　　  Learn about Flow Dynamics at multi-scales that constituting the nature and their engineering applications.

学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：井川　俊太郎　所属部局等：加齢医学研究所．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  発癌に関与する遺伝子
　　  Genes related to cancer

2 ．授業の目的と概要：
　　  生命科学の基礎を癌に関係する遺伝子の研究を通して、学生が主体的に学び、学びを深めることを目的とする。
　　  The purpose of this course is for students to learn independently and to deepen their understanding of the fundamentals of life 

science. To this end, they will learn this by investigating how genes are related to cancer .
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学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：廣岡　俊彦、葛西　恵介　所属部局等：電気通信研究所．開講セメスター： 2セメ
スター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  光通信のしくみを学ぼう

2 ．授業の目的と概要：
　　  光通信技術はインターネットを支える基盤技術として私たちの生活になくてはならない存在です。東北大学からも、光通信を支え

る重要な技術が生まれています。この学問論演習では、各々の疑問と興味に基づいて、光通信とその要素技術について、自主的に
学び、研究してみましょう。

学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：深見　俊輔、白井　正文、佐藤　茂雄、大塚　朋廣、吹留　博一、片野　諭、平永　
良臣　所属部局等：電気通信研究所．開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  情報社会を支えるデバイスの物理と技術
　　  Physics and technology for devices supporting information society

2 ．授業の目的と概要：
　　  現在の情報社会を支える情報通信デバイスに物理どのように役立っているかを、いくつかの実例を通して知る。具体的には、磁気

工学・スピントロニクスの基礎、誘電体デバイスの基礎、物性の計算機シミュレーション、薄膜形成のプロセス、量子デバイスの
基礎を、実習と実験を通して学ぶ。

　　  This course offers an opportunity to learn through several examples how physics is utilized for information and communication 
devices  supporting  the  present  information  society.  In  particular,  this  course  serves  an  experience  to  basic  knowledge  of 
magnetics and spintronics, dielectric devices, computer simulations on materials properties,  fabrication processes of thin films, 
and quantum devices by lecture, practical training and experiments.
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学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：長谷川　剛、中野　圭介、本間　尚文、堀尾　喜彦　所属部局等：電気通信研究所．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  情報の認識・記憶・処理・伝達技術
　　  Recognition, memorization, processing, and transmission technologies of information

2 ．授業の目的と概要：
　　  高度な情報処理技術の基盤となる以下のトピックスを取り上げて議論する。
　　  This lecture will discuss the basis of advanced information processing technology as follows:
　　（1）  プログラム検証入門 / Introduction to Program Verification
　　（2）  情報ネットワーク入門 / Introduction to Information Networking
　　（3）  組合せ最適化入門 / Introduction to Combinatorial Optimization
　　（4）  情報セキュリティ工学入門 / Fundamentals of Information Security Engineering

学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：石黒　章夫、平野　愛弓、安井　浩太郎、但木　大介　所属部局等：電気通信研究所．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  1. リズム現象から見える生物のからくり：電子回路で蛍の同期明滅を再現しよう（石黒・安井）
　　  2. 光から電気を取り出す仕組み：太陽電池を作り電子回路で測ってみよう（平野・但木）

2 ．授業の目的と概要：
　　○  生物に見られるリズム現象のからくりを理解することを目標とする．そのため，電子回路を作成して蛍の同期明滅現象を再現す

ることを目指す．授業は結合振動子の理論の基礎を初学者にも十分理解できるように説明した後，実際に電子回路を作成するこ
とで同期現象を体感し，さらにはリズム現象を活用した生物規範型ロボットの研究を見学して，教養を深める．（石黒・安井）

　　○  太陽電池の仕組み（どのように光エネルギーを電気エネルギーに変換しているか）を理解することを目的とする．はじめに，電
子工学・半導体工学の基礎を，初学者にも十分理解できるように説明する．その後，太陽電池の作製を体験し，組み立てた電子
回路を用いて電気的特性の測定・評価を行う．本演習を通じ，太陽電池の原理を主に工学的な視点から理解する．（平野・但木）
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学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：本間　格、雨澤　浩史、秩父　重英、岡本　聡、虻川　匡司　所属部局等：多元物
質科学研究所．開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  グリーンテクノロジーのための材料とデバイス
　　  （磁気デバイスおよび半導体光デバイス関連の実習・講義）

2 ．授業の目的と概要：
　　  地球環境問題が大きな問題と認識される中、その解決のキーとなるグリーンテクノロジーの材料デバイス研究開発は、工学上、重

要なミッションである。本講義では、再生可能エネルギー（太陽光・風力発電など）や電気自動車のモーター、さらに省エネ型デ
ジタル情報ネットワークに重要な磁気デバイスと半導体光デバイスの基礎と応用を理解する。巨大な電気磁気エネルギーを貯蔵お
よび変換できるエネルギーデバイスに必要な基礎物理とデバイス工学に関する講義と実習を行う。受講者は実際にデバイスの作製
実験を行い、工業製品開発のイノベーションを体験する。

学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：組頭　広志、佐藤　俊一、木村　宏之、火原　彰秀、髙橋　正彦　所属部局等：多元物質
科学研究所．開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  電子と光と物質

2 ．授業の目的と概要：
　　  電子は原子核と共に原子・分子・物質を構成するミクロな粒子であり，原子や分子をくっつける糊のような役割を果たしている．

この働きによって，物質のもつ性質（物性：発光性・伝導性・磁性など）が現れる．本授業の目的は，電子を使ってモノ（物質）
のミクロな構造・状態を調べれば，物性の起源に迫れることを学ぶ．授業では基本的な講義を冒頭に行い，その後は，グループ討
論もしくは実際の測定やデータ解析による演習を行う。最終的にはグループ毎にテーマを決めて調査を行い，それを発表してお互
いに意見を戦わせ，目標に到達する．
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学問論演習
集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：五十子　幸樹　所属部局等：災害科学国際研究所．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  実践的に学ぶ工業数学 / Industrial Mathematics

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業では，工学における振動とその制御の基礎を理解するための常微分方程式論とその解法について解説する．19世紀末にオリ

バー・ヘビサイドが考案した演算子法は，常微分方程式を代数的に解くことを可能にする実用的な方法であるが，後の数学者によ
り厳密性の検討がなされ Laplace 変換として体系化されたものである．このようなことから，Laplace 変換は応用的な側面が大い
にあることがわかる．本授業では，数学的な厳密性よりも実用的な解法を身につけることを目的とする．

　　  This course discusses the theory of ordinary differential equations and their solution methods to understand the fundamentals of 
vibration and its control in engineering. The operator method, devised by Oliver Heaviside in the late 19th century, is a practical 
method  to  solve  ordinary  differential  equations  algebraically.  However,  later mathematicians  examined  its  rigor  and 
systematized it as the Laplace transform. This shows that the Laplace transform has a practical aspect. In this class, emphasis 
is put on learning practical solution methods rather than mathematical rigor.

学問論演習
月 1・月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：永次　史、和田　健彦、高橋　聡、稲葉　謙次、水上　進、南後　恵理子　
所属部局等：多元物質科学研究所．開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  生命科学と化学の接点

2 ．授業の目的と概要：
　　  近年、分子レベルにおける生命科学の解明がすすみ、様々な化学反応が生命を維持するのに働くことが詳細にわかってきた。これ

らの化学反応は、遺伝子発現やタンパク質間相互作用などを制御する。さらに生体機能を人工的に制御・さらには生体機能を理解
するための多くの機能性人工分子が開発されている。本授業では「生命科学と化学の接点」に焦点を絞り、生体成分である核酸、
タンパク質を分子レベルで理解すること、さらには人工分子を用いた生体機能制御について理解することを目的とする。本授業は
6 つの研究室のリレー講義で行い、それぞれの研究室を訪問し現在の最もホットなテーマについてセミナー形式で説明をうける。
その後、最新の機器を用いて実験をする場合もある。
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学問論演習
木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：程　永超　所属部局等：東北アジア研究センター．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  前近代東アジアにおける日朝関係と科学交流
　　  Japan-Joseon Relations and Scientific Exchanges in Premodern East Asia

2 ．授業の目的と概要：
　　  【授業の目的と概要】
　　  この授業では、日朝関係史や日朝間の科学交流を学ぶことによって、日本と朝鮮半島との繋がりについての理解を深め、さらに、

日朝関係と日朝間の科学交流を東アジアの歴史の中で考えることを目的とする。
　　  授業では、履修生全員で、日朝関係史と日朝間の科学交流について、一般向けの論説から学術論文までを輪読し、議論していく。
　　  This  course  covers  the  history  of  Japan-Joseon  relations  and  scientific  exchanges  to  help  students  explore  the  connection 

between Japan and the Korean Peninsula, So students  can think about Japan-Joseon relations and scientific interactions in the 
context of East Asian history.

　　  All the students read essays or papers and then debate on Japan-Joseon relations and scientific exchange between Japan and 
Joseon Dynasty.

学問論演習
集中講義　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：遠田　晋次、木戸　元之、福島　洋　所属部局等：災害科学国際研究所．
開講セメスター： 2セメスター．科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  地震の予測と減災

2 ．授業の目的と概要：
　　  地震に関する基本的な知識を習得する．概論だけではなく，基礎的な地形地質調査および地震・測地観測の紹介や，一部の実習・

演習を通じて，地震のメカニズムや地震災害の特徴を理解する．さらに，地震予測・警報やハザード評価の仕組みと現状・問題点
を紹介し，地震災害の軽減について議論する．
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学問論演習
月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：水野　健作　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  ノーベル賞で読み解く現代生命科学／Modern life science viewed from the research of Nobel Prize winners

2 ．授業の目的と概要：
　　  生命科学は、現在著しい発展を遂げており、現代社会がかかえる多くの問題を解決するための必須の教養となっている。本授業で

は、学問論で習得したことを発展させるため、ノーベル賞を受賞した研究を中心に、生命科学の発展に大きく貢献した研究につい
て理解を深め、現代生命科学の基礎知識を習得することを目的とする。受講者は、ノーベル賞を受賞した研究課題の中から 1 ～ 2
課題を選び、研究の背景、研究の進め方、研究内容、独創的な点、その後の発展について、自ら調べて、発表する。研究内容だけ
でなく、画期的な研究が生まれた背景や、研究者のひらめきや思考のプロセスを知ることで、研究の進め方、研究者のあり方につ
いても考える機会としたい。

　　  Life  sciences  are  currently  undergoing  remarkable  development  and  are  becoming  an  essential  knowledge  for  solving many 
problems facing modern society. The purpose of this course is to deepen understanding of breakthrough researches that have 
contributed greatly  to  the advancement of modern  life  sciences, with a  focus on Nobel Prize-winning research. Students will 
select  one  or  two  research  topics  from  among  the Nobel  Prize-winning  research  topics,  and  present  their  findings,  the 
background of the research, how the research was conducted, and the original points. Students will learn about the inspiration 
and thinking process of the researchers and how to carry out the epoch-making researches.

学問論演習
月 2・木 5　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：當真　賢二、柿沼　薫、金田　文寛、佐藤　佑介、鈴木　勇輝、田村　光平、中安　
祐太、翁　岳暄、熊　可欣、楠山　譲二、塩見　こずえ　所属部局等：学際科学フロンティア研究所．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  Interdisciplinary Sciences ～分野を飛び越えて大学での学びを広げよう～

2 ．授業の目的と概要：
　　  日本の高校生は文系と理系に分かれ、多くの科目の中から一部を選択して履修する。選ばなかった科目の中には、大学に入っても

全く触れずに終わるものがあるだろう。しかしながら、現代において国内、国外そして地球規模で生じている複雑な問題の解決に
は、様々な学問的要素を考慮する必要がある。また、異なる分野の知識を統合することで全く新しい概念が生まれ、大きな謎が解
明されることもある。この授業では、このような状況を踏まえ、"Interdisciplinary" すなわち " 分野の垣根を越える " キッカケを作
る。様々な分野の第一線で活躍し、さらに分野の垣根を越えて研究を展開している若手研究者から、それぞれの学問の目的・考え
方・面白さを学ぶ。その上で学生が分野統合によって新しい知を創造できるか考えてみることを目的とする。
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学問論演習
月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：尾崎　彰宏　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  人文科学の課題と方法

2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業では、人文科学が現代社会においてどのような役割をもっているのか、つまりどのようにアクティヴな働きをするのかと

いうことについて、いくつかの角度から考察しながら、実践してみたいと思います。こうした目的から授業では、教員によるレク
チャー、テクストの精読、参加者の発表という構成を取ります。この演習を受講することで、自分が何をかんがえているのか、何
にこだわりを持っているのかという各自の問題意識を発見できる手助けをし、あわせて、本の読み方、自分の意見を発表して人に
理解してもらう方法を学ぶことができるようにすることを主たる目的として行っていきます。テキスト読解として今年は、岡倉天
心の『茶の本』を取りあげます。読んだことのある人もいると思いますが、この本は、茶道の本ではありません。第一級の日本文
化論です。「自己における偉大なものの小ささを感ずることのできない人びとは他人における小なるものの偉大さを看過しがちで
ある」と天心が述べていることに集約されます。

学問論演習
月 2　（ 1単位）．対象学部：全．担当教員：冨田　知志　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 2セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA102J．使用言語：日本語．

1．授業題目：
　　  科学のミカタ

2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業での科学は、自然科学だけでなく人文社会科学も含みます。よって理系・文系問わず、多様な受講生を歓迎します。
　　  自然科学であれ人文社会科学であれ、科学は様々な顔を持っています。この学問論演習の前半では、科学が持つ様々な顔を見てい

きながら、「科学とはなんだろうか」という問題を、クラスメイトや教員と一緒に考えていきます。具体的には、立場の違う人に
は同じ科学的事実が異なって見えること、科学がもたらす利益と弊害、科学でできることとできないこと、俯瞰的視野の重要性な
どについて考え、その考えを自らの言葉で表現します。これを通じて科学に対するみなさんの当面の立ち位置を確立することを目
指します。

　　  次に、科学的事実は論理的な文章によって伝えられます。つまり大学生であるみなさんが既に備えている論理的な思考力に更に磨
きをかけるためには、論理的な文章を読み・書く能力が必須となります。そこで後半ではこれらの能力を、個々人での具体的な実
践のみならず、実験やグループでの議論を通じて身につけることを目指します。
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