
基 盤 科 目
（学問論演習以外）

基 盤 科 目

（学問論演習以外）

【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

学問論

学問論
月 3 　（ 2 単位）．対象学部：全．担当教員：串本　剛　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  学問論　Introduction to Academic Learning

2 ．授業の目的と概要：
　　  学問論は、すべての学部の 1 年生が必修科目として履修する授業科目である．
　　  この授業を通して、初年次学生の皆さんには、東北大学での学びや生活のイメージを具体化してもらいたい．同時に、学びに対す

る意識や姿勢がより主体的で協同的なものに変容するよう「学びの転換」を促し、大学教育への円滑な接続と移行を支援する．
　　  この授業の目的は、次の 2 点である．
　　・  学問や研究に携わることへの興味関心と責任感を持ち、主体的かつ協同的に学ぶ学生を育成する
　　・  俯瞰的な視点に立って自己を相対化でき、既有の知識や価値観を絶対視・自明視しない、健全な批判的思考を初年次学生に習得

させる
　　  Introduction to Academic Learning is a compulsory course for all first-year students of Tohoku University.
　　  This course is designed to help first-year students develop a concrete image of their studies and life at Tohoku University, and 

at the same time, to promote a shift to active learning so that their awareness and attitude toward learning will be transformed 
into a more proactive and cooperative one, thus ensuring a smooth connection and transition to undergraduate education.

　　  The purpose is twofold.
　　・  To  foster  students who  have  an  interest  in  and  sense  of  responsibility  for  academic  study  and  research,  and who  learn 

independently and cooperatively.
　　・  To help first-year students acquire sound critical thinking skills that enable them to relativize themselves from a bird's eye 

view and not to regard existing knowledge and values as absolute or self-evident.

学問論
月 3 　（ 2 単位）．対象学部：全．担当教員：戸村　理　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  学問論　Introduction to Academic Learning

2 ．授業の目的と概要：
　　  学問論は、すべての学部の 1 年生が必修科目として履修する授業科目である．
　　  この授業を通して、初年次学生の皆さんには、東北大学での学びや生活のイメージを具体化してもらいたい．同時に、学びに対す

る意識や姿勢がより主体的で協同的なものに変容するよう「学びの転換」を促し、大学教育への円滑な接続と移行を支援する．
　　  この授業の目的は、次の 2 点である．
　　・  学問や研究に携わることへの興味関心と責任感を持ち、主体的かつ協同的に学ぶ学生を育成する
　　・  俯瞰的な視点に立って自己を相対化でき、既有の知識や価値観を絶対視・自明視しない、健全な批判的思考を初年次学生に習得

させる
　　  Introduction to Academic Learning is a compulsory course for all first-year students of Tohoku University.
　　  This course is designed to help first-year students develop a concrete image of their studies and life at Tohoku University, and 

at the same time, to promote a shift to active learning so that their awareness and attitude toward learning will be transformed 
into a more proactive and cooperative one, thus ensuring a smooth connection and transition to undergraduate education.

　　  The purpose is twofold.
　　・  To  foster  students who  have  an  interest  in  and  sense  of  responsibility  for  academic  study  and  research,  and who  learn 

independently and cooperatively.
　　・  To help first-year students acquire sound critical thinking skills that enable them to relativize themselves from a bird's eye 

view and not to regard existing knowledge and values as absolute or self-evident.
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学問論
月 4 　（ 2 単位）．対象学部：全．担当教員：松河　秀哉　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  学問論　Introduction to Academic Learning

2 ．授業の目的と概要：
　　  学問論は、すべての学部の 1 年生が必修科目として履修する授業科目である．
　　  この授業を通して、初年次学生の皆さんには、東北大学での学びや生活のイメージを具体化してもらいたい．同時に、学びに対す

る意識や姿勢がより主体的で協同的なものに変容するよう「学びの転換」を促し、大学教育への円滑な接続と移行を支援する．
　　  この授業の目的は、次の 2 点である．
　　・  学問や研究に携わることへの興味関心と責任感を持ち、主体的かつ協同的に学ぶ学生を育成する
　　・  俯瞰的な視点に立って自己を相対化でき、既有の知識や価値観を絶対視・自明視しない、健全な批判的思考を初年次学生に習得

させる
　　  Introduction to Academic Learning is a compulsory course for all first-year students of Tohoku University.
　　  This course is designed to help first-year students develop a concrete image of their studies and life at Tohoku University, and 

at the same time, to promote a shift to active learning so that their awareness and attitude toward learning will be transformed 
into a more proactive and cooperative one, thus ensuring a smooth connection and transition to undergraduate education.

　　  The purpose is twofold.
　　・  To  foster  students who  have  an  interest  in  and  sense  of  responsibility  for  academic  study  and  research,  and who  learn 

independently and cooperatively.
　　・  To help first-year students acquire sound critical thinking skills that enable them to relativize themselves from a bird's eye 

view and not to regard existing knowledge and values as absolute or self-evident.

学問論
月 4 　（ 2 単位）．対象学部：全．担当教員：山内　保典　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  学問論　Introduction to Academic Learning

2 ．授業の目的と概要：
　　  学問論は、すべての学部の 1 年生が必修科目として履修する授業科目である．
　　  この授業を通して、初年次学生の皆さんには、東北大学での学びや生活のイメージを具体化してもらいたい．同時に、学びに対す

る意識や姿勢がより主体的で協同的なものに変容するよう「学びの転換」を促し、大学教育への円滑な接続と移行を支援する．
　　  この授業の目的は、次の 2 点である．
　　・  学問や研究に携わることへの興味関心と責任感を持ち、主体的かつ協同的に学ぶ学生を育成する
　　・  俯瞰的な視点に立って自己を相対化でき、既有の知識や価値観を絶対視・自明視しない、健全な批判的思考を初年次学生に習得

させる
　　  Introduction to Academic Learning is a compulsory course for all first-year students of Tohoku University.
　　  This course is designed to help first-year students develop a concrete image of their studies and life at Tohoku University, and 

at the same time, to promote a shift to active learning so that their awareness and attitude toward learning will be transformed 
into a more proactive and cooperative one, thus ensuring a smooth connection and transition to undergraduate education.

　　  The purpose is twofold.
　　・  To  foster  students who  have  an  interest  in  and  sense  of  responsibility  for  academic  study  and  research,  and who  learn 

independently and cooperatively.
　　・  To help first-year students acquire sound critical thinking skills that enable them to relativize themselves from a bird's eye 

view and not to regard existing knowledge and values as absolute or self-evident.
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学問論
月 5 　（ 2 単位）．対象学部：全．担当教員：小島　奈々惠　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  学問論　Introduction to Academic Learning

2 ．授業の目的と概要：
　　  学問論は、すべての学部の 1 年生が必修科目として履修する授業科目である．
　　  この授業を通して、初年次学生の皆さんには、東北大学での学びや生活のイメージを具体化してもらいたい．同時に、学びに対す

る意識や姿勢がより主体的で協同的なものに変容するよう「学びの転換」を促し、大学教育への円滑な接続と移行を支援する．
　　  この授業の目的は、次の 2 点である．
　　・  学問や研究に携わることへの興味関心と責任感を持ち、主体的かつ協同的に学ぶ学生を育成する
　　・  俯瞰的な視点に立って自己を相対化でき、既有の知識や価値観を絶対視・自明視しない、健全な批判的思考を初年次学生に習得

させる
　　  Introduction to Academic Learning is a compulsory course for all first-year students of Tohoku University.
　　  This course is designed to help first-year students develop a concrete image of their studies and life at Tohoku University, and 

at the same time, to promote a shift to active learning so that their awareness and attitude toward learning will be transformed 
into a more proactive and cooperative one, thus ensuring a smooth connection and transition to undergraduate education.

　　  The purpose is twofold.
　　・  To  foster  students who  have  an  interest  in  and  sense  of  responsibility  for  academic  study  and  research,  and who  learn 

independently and cooperatively.
　　・  To help first-year students acquire sound critical thinking skills that enable them to relativize themselves from a bird's eye 

view and not to regard existing knowledge and values as absolute or self-evident.

学問論
月 5 　（ 2 単位）．対象学部：全．担当教員：佐藤　智子　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  学問論　Introduction to Academic Learning

2 ．授業の目的と概要：
　　  学問論は、すべての学部の 1 年生が必修科目として履修する授業科目である．
　　  この授業を通して、初年次学生の皆さんには、東北大学での学びや生活のイメージを具体化してもらいたい．同時に、学びに対す

る意識や姿勢がより主体的で協同的なものに変容するよう「学びの転換」を促し、大学教育への円滑な接続と移行を支援する．
　　  この授業の目的は、次の 2 点である．
　　・  学問や研究に携わることへの興味関心と責任感を持ち、主体的かつ協同的に学ぶ学生を育成する
　　・  俯瞰的な視点に立って自己を相対化でき、既有の知識や価値観を絶対視・自明視しない、健全な批判的思考を初年次学生に習得

させる
　　  Introduction to Academic Learning is a compulsory course for all first-year students of Tohoku University.
　　  This course is designed to help first-year students develop a concrete image of their studies and life at Tohoku University, and 

at the same time, to promote a shift to active learning so that their awareness and attitude toward learning will be transformed 
into a more proactive and cooperative one, thus ensuring a smooth connection and transition to undergraduate education.

　　  The purpose is twofold.
　　・  To  foster  students who  have  an  interest  in  and  sense  of  responsibility  for  academic  study  and  research,  and who  learn 

independently and cooperatively.
　　・  To help first-year students acquire sound critical thinking skills that enable them to relativize themselves from a bird's eye 

view and not to regard existing knowledge and values as absolute or self-evident.
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人文科学

論理学

人文科学

論理学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：篠澤　和久　所属部局等：．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFH-PRI101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  記号論理学入門 / Introduction to Elementary Symbolic Logic

2 ．授業の目的と概要：
　　  本講義では、「自然演繹系」と呼ばれる体系に基づいて、命題論理および述語論理の基礎・基本となる考え方とその活用を習得し

ます。
　　  /This course aims to provide students with the basic theory and practice of propositional logic and predicate logic, based on the 

logical system called “natural deduction”.

学問論
金 4 　（ 2 単位）．対象学部：国際学士コース（＊）．担当教員：未定　所属部局等： 0 ．開講セメスター： 2 セメスター．
科目ナンバリング：ZFA-NAA101E．使用言語：英語．

1 ．授業題目：
　　  未定

2 ．授業の目的と概要：
　　  未定
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哲学

哲学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：佐藤　透　所属部局等：国際文化研究科．開講セメスター： 1
セメスター．科目ナンバリング：ZFH-PHI101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  知覚の哲学入門：世界と心の関係を考える
　　  /An Introduction into Philosophy of Perception: Thinking about the Relation between World and Mind

2 ．授業の目的と概要：
　　  私たちは桜の色を見たり、川のせせらぎを聞いたりする。私たちの知覚する世界はそのような生き生きとした性質に満ちている。

しかし、近代以降の知覚論によれば、そうした感覚的性質は外界の物理的性質が知覚者の中に発生させるもので、実際の世界には
存在しない。本当だろうか？ここには重大な問題が含まれていないだろうか？この講義では、知覚論の歴史を学びながら、世界と
心との関係を考える。

　　  / We see the colors of the cherry blossoms and hear the murmuring of the river. The world we perceive is full of such lively 
qualities.  However,  according  to  the  theory  of  perception  since modern  times,  such  sensory  properties  are  generated  in 
perceiver by the physical properties of the outside world and do not exist in the real world. Is it true? Does this contain any 
grave problems? In this lecture, we will consider the relationship between the world and the mind while learning the history of 
perception theory.

論理学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系，工．担当教員：篠澤　和久　所属部局等：．開講セメスター： 2 セメスター．科目ナンバリング：
ZFH-PRI101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  記号論理学入門 / Introduction to Elementary Symbolic Logic

2 ．授業の目的と概要：
　　  本講義では、「自然演繹系」と呼ばれる体系に基づいて、命題論理および述語論理の基礎・基本となる考え方とその活用を習得し

ます。
　　  /This course aims to provide students with the basic theory and practice of propositional logic and predicate logic, based on the 

logical system called “natural deduction”.
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哲学
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：佐藤　透　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：ZFH-PHI101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  知覚の哲学入門：世界と心の関係を考える
　　  /An Introduction into Philosophy of Perception: Thinking about the Relation between World and Mind

2 ．授業の目的と概要：
　　  私たちは桜の色を見たり、川のせせらぎを聞いたりする。私たちの知覚する世界はそのような生き生きとした性質に満ちている。

しかし、近代以降の知覚論によれば、そうした感覚的性質は外界の物理的性質が知覚者の中に発生させるもので、実際の世界には
存在しない。本当だろうか？ここには重大な問題が含まれていないだろうか？この講義では、知覚論の歴史を学びながら、世界と
心との関係を考える。

　　  / We see the colors of the cherry blossoms and hear the murmuring of the river. The world we perceive is full of such lively 
qualities.  However,  according  to  the  theory  of  perception  since modern  times,  such  sensory  properties  are  generated  in 
perceiver by the physical properties of the outside world and do not exist in the real world. Is it true? Does this contain any 
grave problems? In this lecture, we will consider the relationship between the world and the mind while learning the history of 
perception theory.

哲学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系，工．担当教員：荻原　理　所属部局等：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：ZFH-PHI101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  哲学への招待

2 ．授業の目的と概要：
　　  哲学のいくつかのテクストを読み、教員の解説を聴き、その内容について議論することを通じて、哲学の世界に馴染み、哲学の根

本問題のいくつかについて考え始める。
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倫理学

倫理学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：森　一郎　所属部局等：情報科学研究科．開講セメスター： 1
セメスター．科目ナンバリング：ZFH-PHI102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  ニーチェ『ツァラトゥストラはこう言った』を読む
　　  Reading Nietzsche: Thus Spoke Zarathustra

2 ．授業の目的と概要：
　　  大学で学ぶとは、書物との付き合い方を学ぶことでもある。本講義では、分かりやすいだけのガイドブックとは別種の、難しいか

らこそ面白い正真正銘の古典をじっくり読み、知的世界の奥深さにふれる喜びを味わいたい。テクストとしては、フリードリヒ・
ニーチェ（1844-1900）の神がかり的な傑作『ツァラトゥストラはこう言った』を取り上げる。文学や歴史にも広がりをみせる哲学
書へのいざないとなろう。とりわけ、人生いかに生きるべきかという倫理学の根本問題を考えていく。

　　  【授業履修上の重要事項】
　　＊  この授業は、対面実施を重視しますが、オンライン連絡ツールとして Google Classroom を併用します。
　　＊  この授業は、初回のみオンライン・オンデマンド授業とし、それ以降は基本的に対面授業（オンライン・オンデマンド型併用）

を行なう予定です。リアルタイム・オンライン授業は行ないません。
　　＊  ただし今学期は、担当者のやむを得ない事情により、対面授業を実施できない回が何度か生ずる予定です。その回は授業読み上

げ原稿のオンデマンド配信をもって代えます。
　　＊  履修希望者が教室収容定員を超える場合、学務情報システムの履修登録に基づいて履修者数の調整を行ないます。初回のオンデ

マンド授業を必ず受け、履修を希望する場合は、初回の正規授業日の翌日までに必ず学務情報システムで履修登録を行なってく
ださい（登録が遅れた場合は受け付け不可となります）。調整結果は Google Classroom にてすみやかに発表します。

哲学
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：森　一郎　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：ZFH-PHI101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  アーレントと革命の哲学
　　  Hannah Arendt and the Philosophy of Revolution

2 ．授業の目的と概要：
　　  哲学は、移ろいやすい世の中にあって変わらずにあり続けるものについて、じっくり考える営みである。だが他方でわれわれは、

むしろ現実の生活経験のただ中で、ものを考えるきっかけに出会う。20世紀という危機の時代を生き抜いたハンナ・アーレントは、
次々に勃発する恐るべき出来事に戦慄を覚えつつ、そこに姿を現わした巨大な問題群に取り組んだ。アーレントの思考に親しむこ
とで、現代日本における政治哲学の可能性をつかみとりたい。今学期はとくに、革命について哲学的に考えてゆく。

　　  【授業履修上の重要事項】
　　＊  この授業は、対面実施を重視しますが、オンライン連絡ツールとして Google Classroom を併用します。
　　＊  この授業は、初回のみオンライン・オンデマンド授業とし、それ以降は基本的に対面授業（オンライン・オンデマンド型併用）

を行なう予定です。リアルタイム・オンライン授業は行ないません。
　　＊  ただし今学期は、担当者のやむを得ない事情により、対面授業を実施できない回が何度か生ずる予定です。その回は授業読み上

げ原稿のオンデマンド配信をもって代えます。
　　＊  履修希望者が教室収容定員を超える場合、学務情報システムの履修登録に基づいて履修者数の調整を行ないます。初回のオンデ

マンド授業を必ず受け、履修を希望する場合は、初回の正規授業日の翌日までに必ず学務情報システムで履修登録を行なってく
ださい（登録が遅れた場合は受け付け不可となります）。調整結果は Google Classroom にてすみやかに発表します。
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倫理学
木 2 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，医，薬，工（ 1 ～ 5 、15～16組），農．担当教員：澤田　哲生　所属部局等：教育学研究科．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-PHI102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  倫理学入門 /Introduction to ethics

2 ．授業の目的と概要：
　　  大学で専門科目を学ぶ以前に人間科学の多様性に触れてもらうために、この授業では倫理学の入門講義を行う。古代から現代まで

の西洋哲学における倫理思想を、代表的な思想家たちのテクストを概説しながら説明する。
　　  / In order to come in touch with the variety of human sciences before majoring in special discipline, this course aims to give an 

introduction to the ethics  in European philosophy from ancient times to contemporary world by explicating the philosopher’s 
ethical and moral thinking.

倫理学
木 2 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，医，薬，工（ 1 ～ 5 、15～16組），農．担当教員：戸島　貴代志　所属部局等：文学研究科．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-PHI102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  ものの二つの知り方

2 ．授業の目的と概要：
　　  ものは、〈外側から〉眺められ、〈内側から〉生きられる。前者すなわち〈表象する思考〉は対象から距離をとる客観的思考を目指

し、後者すなわち〈遂行する思考〉は対象そのものと一つになる主体的思考を目指す。講義では、両者の中庸に本来の現象学的思
考が位置することを説明し、倫理学の原点には常にかかる中庸が控えていることを、「外側から捉えることと内側から捉えること」
という内容を中心にして解明する。授業は教科書『ほんとうのことば』に沿って、対面あるいはオンラインで進める。
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倫理学
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：浅井　篤　所属部局等：医学系研究科．
開講セメスター： 2 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-PHI102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  生命と倫理 Introduction to Biomedical Ethics

2 ．授業の目的と概要：
　　  本コースは生命医療倫理に親しむための入門編である。学習者が現代社会における生命と倫理に関わる生命医療倫理領域の主要課

題を理解し、興味を持ち、新たな問題意識をもって人間社会を見ることができるようになることを目指す。最も基礎的なコースで
あるため、問題の紹介のために映画や小説、ドキュメンタリー、現場の人々の体験談等を通して倫理問題を具体的に知り、共に考
える機会を提供する。

　　  This course is an introductory course to familiarize students with biomedical ethics. We aim to enable learners to understand 
and become interested in the main issues in the field of biomedical ethics concerning human life and ethics in modern society, 
and to enable them to see human society with new awareness and perspectives. Since this is the most basic course, it provides 
an  opportunity  to  know  concretely  about  ethical  issues  and  think  together  through movies,  novels,  documentaries,  actual 
experiences of people in the field of healthcare.

倫理学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系，工．担当教員：森　一郎　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：ZFH-PHI102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  ニーチェ『ツァラトゥストラはこう言った』を読む
　　  Reading Nietzsche: Thus Spoke Zarathustra

2 ．授業の目的と概要：
　　  大学で学ぶとは、書物との付き合い方を学ぶことでもある。本講義では、分かりやすいだけのガイドブックとは別種の、難しいか

らこそ面白い正真正銘の古典をじっくり読み、知的世界の奥深さにふれる喜びを味わいたい。テクストとしては、フリードリヒ・
ニーチェ（1844-1900）の神がかり的な傑作『ツァラトゥストラはこう言った』を取り上げる。文学や歴史にも広がりをみせる哲学
書へのいざないとなろう。とりわけ、人生いかに生きるべきかという倫理学の根本問題を考えていく。

　　  【授業履修上の重要事項】
　　＊  この授業は、対面実施を重視しますが、オンライン連絡ツールとして Google Classroom を併用します。
　　＊  この授業は、初回のみオンライン・オンデマンド授業とし、それ以降は基本的に対面授業（オンライン・オンデマンド型併用）

を行なう予定です。リアルタイム・オンライン授業は行ないません。
　　＊  ただし今学期は、担当者のやむを得ない事情により、対面授業を実施できない回が何度か生ずる予定です。その回は授業読み上

げ原稿のオンデマンド配信をもって代えます。
　　＊  履修希望者が教室収容定員を超える場合、学務情報システムの履修登録に基づいて履修者数の調整を行ないます。初回のオンデ

マンド授業を必ず受け、履修を希望する場合は、初回の正規授業日の翌日までに必ず学務情報システムで履修登録を行なってく
ださい（登録が遅れた場合は受け付け不可となります）。調整結果は Google Classroom にてすみやかに発表します。
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文学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系，工．担当教員：森田　直子　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：ZFH-LIT101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  『レ・ミゼラブル』を読む

2 ．授業の目的と概要：
　　・  19世紀フランスの作家ヴィクトル・ユゴー（1802-1885）の長篇小説『レ・ミゼラブル』（1862）を日本語訳で読みます。学生時

代だからこそ挑戦したい超大作です。毎週の指定範囲を読むのはかなりの努力を必要としますが、授業の仲間とともに読了する
喜び、そして読んだ本について意見を交換する面白さを味わいましょう。

　　・  19世紀ヨーロッパの歴史的・思想的背景について知るとともに、物語展開の特徴、人物や出来事の設定、背景となる思想に注目
します。

　　・  授業は講義と学生同士のディスカッションを組み合わせます。レポートの書き方についても学びます。

文学

文学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：佐野　正人　所属部局等：国際文化研究科．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-LIT101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  中国大衆文化の理解

2 ．授業の目的と概要：
　　  中国（中国・台湾・香港を合わせ中華圏と呼ぶ）は発展が目覚ましいが、その文化や人々の暮らしについて触れる機会は少ない。

本授業では中華圏の大衆文化を主な対象として、現在の中国のリアルな様相の理解に努める。主に映画、ドラマ、ポップス、SNS
などを取り上げたい。授業は全般的な中国大衆文化の理解を図るとともに、それぞれの学生の関心に沿って個別のテーマを定め、
プレゼンテーションあるいはレポートを行う形式で進めたい。
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文学
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：森田　直子　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：ZFH-LIT101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  『レ・ミゼラブル』を読む

2 ．授業の目的と概要：
　　・  19世紀フランスの作家ヴィクトル・ユゴー（1802-1885）の長篇小説『レ・ミゼラブル』（1862）を日本語訳で読みます。学生時

代だからこそ挑戦したい超大作です。毎週の指定範囲を読むのはかなりの努力を必要としますが、授業の仲間とともに読了する
喜び、そして読んだ本について意見を交換する面白さを味わいましょう。

　　・  19世紀ヨーロッパの歴史的・思想的背景について知るとともに、物語展開の特徴、人物や出来事の設定、背景となる思想に注目
します。

　　・  授業は講義と学生同士のディスカッションを組み合わせます。レポートの書き方についても学びます。

文学
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：仁平　政人　所属部局等：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：ZFH-LIT101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  文学への誘い―「比較」という視点から―

2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業では、日本文学、中国文学、英文学、ドイツ文学、フランス文学など、古今東西の文学研究に携わる教員たちが、幅広い

地域・言語・時代・ジャンルにわたる様々な文学作品について、「比較」（複数のテキストを読み比べる）という観点からアプロー
チを行います。講義を通して、文学が有する広がりと多様性、またそれぞれの意義や特徴について学ぶとともに、文学研究の方法
に触れることを目的とします。

　　  In this course, we will approach various literary works across a wide range of regions, languages, periods, and genres, including 
Japanese  literature,  Chinese  literature,  English  literature,  German  literature,  and French  literature,  from  the  perspective  of 
"comparison"（reading and comparing multiple texts）. Through the  lectures, students will  learn about the characteristics and 
significance of various literatures and the methods of literary studies.
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宗教学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系，工．担当教員：オリオン　クラウタウ　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：ZFH-RES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  【国際共修】仏教と日本

2 ．授業の目的と概要：
　　  日本列島の人々は、「宗教」としての「仏教」に直接かかわらなくとも、「お釈迦様」や「阿弥陀様」、あるいは「日蓮」や「道元」

といった名前は、誰しも耳にしたことがあろう。ある意味で身近なものではあるものの、「日本仏教」を象徴するような存在たる
「聖徳太子」や「親鸞聖人」の行動と思想、そしてその歴史像は如何なる形で今日の我々に伝わったのか、等々のことに触れる機
会は少ない。本科目では、近現代の歴史的展開を中心として、「宗教」としての「仏教」の成立に着目しつつ「日本仏教」なるも
ののイメージ形成を検討していく。

宗教学

宗教学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：木村　敏明　所属部局等：文学研究科．開講セメスター： 1 セ
メスター．科目ナンバリング：ZFH-RES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  世界の宗教文化

2 ．授業の目的と概要：
　　  本講義では、世界の主要な宗教文化について、その歴史、教え、儀礼、神話などを概説する。またそれに加えて、毎回の授業では

一つづつ、授業中にとりあげたトピックに関連した宗教学上の概念を紹介し、宗教に対する受講生の理解を深める。
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芸術

芸術
木 2 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，医，薬，工（ 1 ～ 5 、15～16組），農．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： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-ART101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  映画から何を読み取るか

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業は、特定の映画監督や映画作品について講義を行う。そして人間が創り出す芸術的表現について、理論や技術、歴史を学ぶ

ことを目的としている。
　　  In this class, lectures will be given on specific film directors and film works. And the purpose is to learn the theory, technique 

and history of artistic expression created by human beings.

宗教学
金 1 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，理，保，歯，薬，工（ 6 ～12組）．担当教員：クリントン　ゴダール　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：ZFH-RES101E．使用言語：英語．

1 ．授業題目：
　　  Buddhism: Thought and Practice in Modern Japan and Asia

2 ．授業の目的と概要：
　　  This course is an introduction to Buddhism in the modern world. We will look at the main currents of Buddhism, philosophical 

ideas,  and  variety  of  practices  in  Japan  and East-Asia. We will  also  look  at  critical  problems  and  themes  in  the  history  of 
Buddhism, such as, how Buddhism change through modernization? What are the relations and tensions between Buddhism and 
the modern state, nationalism, and war? What is secularization?



─ 16 ─

芸術
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：長岡　龍作、足達　薫、杉本　欣久　
所属部局等：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：ZFH-ART101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  美術史の世界―西洋・東洋・日本
　　  The world of art history-Western, Eastern, Japanese

2 ．授業の目的と概要：
　　  世界には美術があふれている。洋の東西を問わず、人間は美術と深く関わってきた。人間の歴史にとって、美術は欠くことのでき

ないものだったのである。それは何故だろう。この授業では、西洋・東洋・日本の美術を詳しく紹介することを通して、人間と美
術の本質的な関係を説明する。

　　  The world is full of art. Humans have been deeply involved in art, in both the East and the West. Art was an integral part of 
human history. Why  is  that?  In  this  class, we will  explain  the essential  relationship between humans and art by  introducing 
Western, Eastern, and Japanese art in detail.

芸術
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系，工．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：ZFH-ART101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  映画から何を読み取るか

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業は、特定の映画監督や映画作品について講義を行う。そして人間が創り出す芸術的表現について、理論や技術、歴史を学ぶ

ことを目的としている。
　　  In this class, lectures will be given on specific film directors and film works. And the purpose is to learn the theory, technique 

and history of artistic expression created by human beings.
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教育学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：杉本　和弘、他　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-EDU101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  現代大学論 /The Modern University

2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業は、大学の歴史や現代的課題について、日本や世界の大学の事例を通して歴史的・国際比較的な視点から学ぶことを目的

としている。
　　  授業内容としては、中世に誕生し近代以降大きく発展を遂げた大学の歴史を概観するとともに、市場化・グローバル化や知識社会

化の中で大学やその教育・研究・社会貢献機能がどのように変容しつつあるのかについて認識を深め、関連のテーマに関するディ
スカッションを通して、学んだ知識を整理して他者にわかりやすく説明したり自分の意見を伝える力を身につける。

　　  This  course  aims  to  learn  about  the  history  of  university  and  its  contemporary  issues  from  the  historical  and  comparative 
perspectives through cases in Japan and overseas.

　　  Firstly,  students  understand  the  history  of  university, which  came  into  existence  in medieval  Europe  and  has  changed 
enormously since the modern era after centuries. Secondly, students acquire a deeper understanding of how the fundamental 
functions  of  university,  such  as  teaching,  research  and  service  to  society,  have  been  changing  through marketization, 
globalization,  and  transition  to  knowledge  society.  Thirdly,  students  acquire  skills  to  convey  our  thoughts  to  others  by 
organizing and using learned knowledge through discussion on relative topics.

教育学

教育学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：佐藤　克美　所属部局等：教育学研究科．開講セメスター： 1
セメスター．科目ナンバリング：ZFH-EDU101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  デジタル時代の教育
　　  Education in the deigital age

2 ．授業の目的と概要：
　　  みなさんに中にこれまで学校で ICT をはじめとするテクノロジーを積極的に使った教育を経験してきたものが何人いるだろうか。

これほどまでに ICT が社会に浸透した現在でも教育への ICT 活用は遅れていると言わざるをえない。なぜ教育の分野（特に学校
教育）では ICT の活用が進まないのだろうか。本講義では ICT を活用したいくつかの授業を紹介しながら、ICT 活用の問題点を
考察する。

　　  さらに教育をテクノロジーの発展と関連付けながら、近代から現在までを俯瞰し、そして近い将来、その関係はどうなるのかにつ
いても述べ、教育へのテクノロジー活用について考える。

　　  また、コンピュータと人を比較しつつ、人の学びについても考える。
　　  Have you had an active use of ICT equipment in your school? It is impossible to live in today's society without ICT. However, 

the use of ICT in education has not progressed much. Why has ICT not been utilized in the education sector? In this lecture, I 
will introduce several classes that utilize ICT, and consider the problems with ICT-based education. In addition, we will provide 
an  overview  of  education  from  the modern  era  to  the  present,  linking  it  to  the  development  of  technology.  Then, we will 
consider  the  use  of  technology  for  education  in  the  near  future. While  comparing  computers  and  people, we  also  consider 
people's learning.
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教育学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系，工．担当教員：松河　秀哉　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：ZFH-EDU101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  情報社会と教育 / Information Society and Education

2 ．授業の目的と概要：
　　  近年のめざましい情報技術の進歩と社会の変化に伴い、教育の前提となる人間観や、教育に用いられる技術は大きく変容してきて

おり、その結果として教育の在り方は大きく変容してきた。この授業では、教育に影響を与えてきた心理学のパラダイムの変遷や、
教育に用いられる情報技術の変遷を概観することで、情報社会と教育の関係を考えることを目的とする。

　　  Along with the remarkable progress of  information technology and the change of society  in recent years, the view of human 
beings, which is the premise of education, and the technology used for education have been greatly changed, and as a result, the 
way of education has been greatly changed. The purpose of this course is to consider the relationship between the information 
society and education by overviewing the changes in the paradigm of psychology that has influenced education and the changes 
in information technology used in education.

教育学
木 2 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，医，薬，工（ 1 ～ 5 、15～16組），農．担当教員：堀田　龍也　所属部局等：情報科学研究科．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-EDU101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  情報社会に対応した教育

2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業では，情報技術の発展の視点から，これからの社会がどのようになると予測されているのかについて知り，変化する社会

で生き抜くために求められる資質・能力をイメージし，社会の変化を人間にとって望ましいものにしていくための教育の在り方や
方法論について検討することを目的とする。
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歴史学

歴史学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：菅原　歩　所属部局等：経済学研究科．開講セメスター： 1 セ
メスター．科目ナンバリング：ZFH-HIS101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  モノから見る世界史
　　  Materials and History

2 ．授業の目的と概要：
　　  火、飲料、食料、金属などと人類の歴史とのかかわりを見ることで、世界史学習への導入をはかる。
　　  To introduce a World History through understanding relationships between materials such as fire, drinks, food, metals etc. and 

human beings.

教育学
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：佐藤　智子　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：ZFH-EDU101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  学び合いの理論と技法～思考を深め、発想を拡げるファシリテーション基礎演習
　　  Cooperative Learning Theory and Techniques
　　  : Basic exercise of facilitation to deepen thoughts and expand ideas
2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業では、社会的な学習の本質を理解し、大学で学ぶ意味について探究する機会を提供するとともに、学生同士で対話や議論を通し

た「学び合い」が効果的にできるよう、実際に活用できる「学び合い」の技法を練習・実践します。
　　  「学ぶ」ということばから、皆さんは、どのような活動や行為をイメージするでしょうか？
　　  私たちは、ひとりでも学ぶことができます。特に大学では、自律的・主体的に学ぶことが求められます。しかし、私たちは、いつも独り

で学んでいるわけではありません。大学は、みんなで学び合う学習コミュニティでもあります。
　　  大学では、サークル活動や自主ゼミ、授業でのグループワークなど、学生同士の「学び合い」を経験する機会がたくさんあります。大学

院生や社会人になれば、講義型の授業はほとんどなくなり、大半が「学び合い」の形態へとシフトしていきます。
　　  そうは言っても、特に大学 1 年生の皆さんにとっては、みんなで「学び合う」とはどういうことかよく分からないかもしれません。ある

いは、「学び合う」経験を今まであまりしてきていないと感じるかもしれません。「学び合う」ことにどんな効果や意味があるのか、ピン
と来ないという人もいると思います。

　　  ただ単に学生が集まったというだけでは、良い「学び合い」はできません。効果的に学び合うためには、「ファシリテーション」（＝その
学びの場をデザインし、信頼関係の構築を促し、対話や議論を引き出し、論点整理すること）を担う役割が必要です。この役割を担う人
のことを、一般的に「ファシリテーター」を呼びます。「ファシリテーター」は、教員や特別な立場の人だけが担うものではありません。
何よりも、「ファシリテーション」のスキルを習得すると、自分自身の思考を深めたり、発想を拡げたりすることが上手にできるように
もなります。この授業を通して、皆さんには実践的なファシリテーションの知識とスキルを習得してもらいます。

　　  This  class  offers  an  opportunity  to  experience basic  liberal  arts  education  and  to  think  about  the nature  of  social  learning  and  the 
meaning  of  learning  at  the  university.  In  addition,  participants will  practice  the  techniques  of “cooperative  learning”  that  can  be 
actually used so that you can effectively learn from each other through dialogue and discussion.

　　  It  is  not  possible  to  have  a  good “cooperative  learning”  simply  by  gathering  several  students.  In  order  to  learn  effectively,  it  is 
necessary to have the role of "facilitation"（= designing a place for learning, encouraging the building of trust, drawing dialogue and 
discussion, and organizing logics）. The person who plays this role is commonly called a "facilitator". It is not only professors and special 
staff who are facilitators. Best of all, learning the facilitation skills will help you to deepen your own thoughts and broaden your ideas.
Through this program, you will acquire practical facilitation knowledge and skills.
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歴史学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：高橋　禎雄　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-HIS101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  概説東北大学史
　　  【History of Tohoku University】

2 ．授業の目的と概要：
　　  東北大学とは、どのような大学なのか。本講義では、東北大学がどのような歴史を歩んできたのかについて重要な資料を中心に取

りあげ、本学の特徴や個性を歴史学的観点から理解することを目的とする。時系列的な制度史が中心となるが、大学を成り立たせ
る基本的理念について随時思想史的観点も織り込んで概述する。

　　  【What kind of university is Tohoku University? In this lecture, the history of Tohoku University will be explained, focusing on 
important documents, with the aim of understanding the characteristics and individuality of Tohoku University from a historical 
perspective. Mainly focusing on the chronology, the basic philosophy that constitutes the university will also be outlined from 
the perspective of the history of ideas.】

歴史学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：中川　学　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-HIS101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  東北大学の歴史　／History of Tohoku University

2 ．授業の目的と概要：
　　  私たちが学ぶ東北大学とは、どのような個性を持った大学なのでしょうか。本講義では、東北大学がどのような歴史を歩んできた

のかを学ぶことによって、大学や学部などの特徴を歴史的に理解することを目的とします。
　　  What  sort  of  a  university  is Tohoku University? This  course  covers  the  history  of Tohoku University  to  help  students 

understand the characteristics of this University from a historical perspective.
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歴史学
木 2 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，医，薬，工（ 1 ～ 5 、15～16組），農．担当教員：大河原　知樹　所属部局等：国際文化研究科．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-HIS101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  現代社会におけるイスラーム法 / Islamic law in the modern world

2 ．授業の目的と概要：
　　  現在、わたしたちは、世界でイスラームが果たしている役割を無視することができない状況にあります。歴史的には、こうした現

象は、「イスラーム復興」が顕在化してきた1970年代以来起こってきたといえます。この「イスラーム復興」の核は、シャリーア、
つまりイスラーム法を理解することなしには理解することができません。この講義では、学生は、イスラーム法とそれが現代社会
において果たしている役割について学びます。/ Nowadays we  cannot  ignore  Islam’s  role  in  the world.    Historically,  such  an 
attitude  has  been  formed  since  1970s when  phenomenon  of  the ‘Islamic  revival’  became  prominent.    The  core  of ‘Islamic 
revival’ cannot be understood without understanding ‘Shari‘a,’ namely Islamic law.  In this course, students will understand 
Islamic law, and its role in the modern world.

歴史学
木 2 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，医，薬，工（ 1 ～ 5 、15～16組），農．担当教員：伊藤　房雄　所属部局等：農学研究科．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-HIS101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  食と農の戦後史
　　  The postwar history of food and agriculture in Japan

2 ．授業の目的と概要：
　　  今日の日本の食料消費の特徴を表現する言葉として『飽食』が用いられている。そこには、われわれを取り巻く『食』が豊かになっ

た反面、大量の食品ロスの発生や生活習慣病との関係が指摘されるなど問題も少なくない。一方、今日の日本国内の食料生産に目
を転じると、農林水産業に従事する人口が年々減少し、高齢化が進むとともに担い手不足が深刻な問題となっている。また、農業
生産に供されない農地、すなわち耕作放棄地が年々増加している問題などもある。この授業では、関係資料や参考文献をもとに、
第二次世界大戦が終結してから戦後70年間に、なぜ日本で『飽食』と担い手不足などの『農業問題』が生じてきたのかについて理
解を深めることを目的とする。

　　  "Hoh-shoku" means  the  existence  of  the  in  excess  food,  and  it  is  used  as words  to  express  a  characteristic  of  today's  food 
consumption  of  Japan.  "Food"  to  surround  us  became  rich  there,  but  on  the  other  hand  outbreak  of mass  food  loss  and  the 
relations with the lifestyle-related disease have it pointed out, and there are a lot of problems, too. On the other hand, population 
to engage in agriculture and forestry fishery decreases year by year, and aging advances and carries it, and it is the problem 
that a shortage of successor is serious. In addition, there are the problems that the farmland which is not offered in agricultural 
production namely the cultivation abandonment material increases year by year. In this class, it is intended that you can deepen 
understanding whether you carry it with "hoh-shoku" after the war in why Japan for 70 years after World War II terminated, 
and "the agriculture problems" such as shortages of successor occurred based on document and references of relationships.
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歴史学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系，工．担当教員：高橋　禎雄　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：ZFH-HIS101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  日本近世政治思想の歴史的展開
　　  【Historical development of Japanese early modern political thought】

2 ．授業の目的と概要：
　　  日本近世には様々な思想的営為が見出される。日本近世の思想家達によって生み出された思想的古典について、研究者によって

「現代的意義」を有するものと評価されたり、明治時代以降の近代日本を準備したと理解されるものもあった。そして、こうした
理解は、後の「日本文化論」形成に大きく寄与するところが大であった。

　　  この講義では、日本近世の思想空間の特質について思想的古典に即しつつ、政治思想を中心として近世思想の歴史的展開に関する
通説的理解の再検討を行うとともに、理論的側面についても積極的に論及する。

　　  【In the early modern period of Japan, a variety of  ideological activities can be found. The classics produced by early modern 
Japanese thinkers have been evaluated by scholars as having "contemporary significance," and some have been understood as 
having prepared modern Japan for the Meiji era and beyond. These understandings greatly contributed to the formation of later 
"Japanese cultural theory.

　　  In this lecture, we will review the common understanding of the historical development of early modern thought, with a focus 
on political thought, while actively discussing the theoretical aspects of the space of thought in early modern Japan, in line with 
the ideological classics.】

歴史学
木 2 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，医，薬，工（ 1 ～ 5 、15～16組），農．担当教員：中川　学　所属部局等：高度教養教育・学生
支援機構．開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-HIS101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  東北大学の歴史　／History of Tohoku University

2 ．授業の目的と概要：
　　  私たちが学ぶ東北大学とは、どのような個性を持った大学なのでしょうか。本講義では、東北大学がどのような歴史を歩んできた

のかを学ぶことによって、大学や学部などの特徴を歴史的に理解することを目的とします。
　　  What  sort  of  a  university  is Tohoku University? This  course  covers  the  history  of Tohoku University  to  help  students 

understand the characteristics of this University from a historical perspective.
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歴史学
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：寺山　恭輔　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：ZFH-HIS101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  レーニンからプーチンへ　-　20～21世紀ロシア・ソ連の歴史
　　  From Lenin to Putin - History of Russia and Soviet Union: 20-21-th centuries

2 ．授業の目的と概要：
　　  プーチン大統領の統治が20年以上続き、近年は中国とともに欧米諸国との対立も目立っているロシアは、国際連合の常任理事国の

一つとして、国際社会でも軍事的、政治的に一定の影響力を保持し、国境を接する日本とも歴史的に少なからぬ関係を有している。
　　  この重要な隣国の現在をより深く理解するため、20世紀初頭から現在に至る100年余りの歴史、 3 つの国家が入れ替わった歴史を

概観することが本授業の目的である。日露戦争で幕を開けた20世紀初めのロシア帝国時代、1917年のロシア革命による帝国の崩壊、
帝国を引き継ぐ新しい社会主義国家ソ連の誕生、レーニンやスターリンによる国家改造、独ソ戦争後の米国と並ぶ超大国としての
出現と東西冷戦、ゴルバチョフによるペレストロイカとソ連の崩壊、新生ロシアの誕生とプーチンの長期政権という大きな流れを
たどる。

　　  Russian Federation, governed by the president Vladimir Putin more than two decades and in good terms with Chinese Peoples 
Republic,  has  recently  often  confronted with  EU, USA  in many  problems. However,  as  one  of  permanent members  of  the 
Security  Council-  UN,  Russian  Federation  plays  a  crucial  role  in  the  international  arena militarily  and  politically  and  has  a 
historical relationship with neighboring Japan.

　　  This  course  provides  students with  basic  knowledge  about  the  history  of  Russia  and  Soviet Union  from  the  start  of  the 
twentieth century to the present. During this period, there have been three different type of states in Russia – Russian Empire, 
Soviet Union, and Russian Federation. This lecture includes topics as follows. The Russo-Japanese War, World War Ⅰ, Russian 
Revolution  of  1917  and  the  collapse  of Russian Empire,  the birth  of  the Soviet Union  and  reorganization  of  statehood  in  the 
socialist principles by Lenin, Stalin, the emergence of Great Power after the Great Patriotic War, the Cold War, Perestroika by 
Gorbachev and the demise of Soviet Union, Putin’s long-term reign in the twenty-first century etc.

歴史学
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：鹿又　喜隆　所属部局等：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：ZFH-HIS101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  歴史学 /History（Introductory Seminar）

2 ．授業の目的と概要：
　　  考古学の対象は、人類の生きた時代すべてであり、人類の誕生から現在までに至る。過去のヒトの行動を理解するための考古学的

な方法を知り、その手続きを経験することが目的である。特に実験考古学的な手法を採用し、考古学資料の観察を通して、過去の
人類行動を推測する。このプロセスは、事件捜査のようでもあり、考古学者は刑事や探偵のような視点をもっている。
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言語学・日本語科学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：甲田　直美、小河原　義朗　所属部局等：文学研究科．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-LIN101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  日本語科学への招待

2 ．授業の目的と概要：
　　  日本語学と日本語教育について講義する。
　　  日本語を言語として観察し、分析する日本語学と、日本語を母語としない人々に日本語を教える / 支援する日本語教育について、

基礎的概念を解説し、それぞれの分野における研究事例を紹介する。
　　  日本語を母語としない人々に日本語を教える / 支援する日本語教育の観点から、日本語がどのような仕組みで成り立ち、私たちは

普段の日常生活で日本語をどのように用いてコミュニケーションを行っているのかについて考える。授業の後半では、若者言葉や
言葉あそび、漫才など身近な事例をもとに日本語を分析する体験を通して、分析能力を身につける。

言語学・日本語科学

言語学・日本語科学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：小川　芳樹　所属部局等：情報科学研究科．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-LIN101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  日本語を活用して学ぶ英文法
2 ．授業の目的と概要：
　　  日本語は、ドイツ語や英語などのゲルマン諸語やフランス語やイタリア語などのロマンス諸語（これらの言語の祖語をインド・ヨーロッ

パ祖語、印欧祖語という）とは異なる語族に属しており、印欧祖語が共通にもつ文法的特徴の多くを欠いているよう見える。このため、
日本人が英語を学ぶのは、ドイツ語などの母語話者が英語を学ぶのに比べて困難を伴うと言われることがある。これらは、ある意味、真
実ではあるが、国際化の時代に、それを言い訳にして英語の習得をおろそかにするわけにもいかない。

　　  この授業では、自然言語（英語、日本語など）の構造と意味の関係を支配する一般規則（いわゆる「文法」）と注目すべき言語間変異の
概略を紹介した上で、「文法」に基づいて、英文を「日本語らしい」日本語に訳し、日本語文を「英語らしい」英語に訳す能力を向上さ
せるための演習を行う。具体的には、日本語と英語の文法構造の共通点と相違点を理解し、共通基底能力を鍛えることで、英語の読解力
や和文英訳の力をかなりの程度高めることができることを体感する。ただし、いわゆる語学としての「英語」の授業ではなく「言語学」
の授業なので、高い英語力は求めない。高校までの英語の授業で英文法や英語と日本語の関係に興味を抱いた人、自然言語としての英語
や日本語に興味のある人に受講してほしい。

　　  Japanese is different from eithy Germanic languages such as English and Germrn or Romance languages such as French and Italian
（the  common  origin  of which  is  referred  to  as  "Indo-European  Proto-language）,  and  hence  the  language  seems  to  be  void  of 
grammatical properties commonly observed in Germanic and/or Romance languages. Someone says that this is why English is hard for 
us Japanese to learn as a second language. That may be true. But that cannot be used as an excuse for us Japanese to be unable to 
command English skillfully.

　　  In  this  class, you will be given  lectures on  the general  rules  that govern  the  syntax and semantics of  every natural  language（the 
so-called “grammar”）including English and Japanese as well as salient variations among languages, and practical activities that will 
help you improve your own skills of  logical reading and formal writing of English articles. More specifically, you will be expected to 
enhance your ability to communicate in English by learn how similar and how different Japanese and English are and make the best of 
your knowledge of the Japanese grammar that you know unconsciously, many of which are common to English as well. As this class is 
not a class of English, an advanced level of English will not be required in advance. Rather, those students who are interested in the 
nature of English and/or Japanese as natural languages or how the two languages are related to each other are welcome.

　　  This class will be conducted in Japanese.
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言語学・日本語科学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系，工．担当教員：木山　幸子、島　越郎　所属部局等：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：ZFH-LIN101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  受験英語の規範文法から普遍文法へ：理論と実験の役割    [From Prescriptive  Grammar  for  an  Entrance  Examination  to 

Universal Grammar: Roles of Theory and Experiment]

2 ．授業の目的と概要：
　　  東北大学に入学した学生の多くは、大学入試に備えて英語の文法を真剣に勉強した経験を持ち、そこで得た能力を大いに駆使して

英語を運用していることでしょう。しかし、皆さんが身につけた英語の文法は、英語を母語としない人々とのコミュニケーション
には有用ではありません。世界には英語以外の多くの言語が使われており、国際的に活躍するためには英語以外の言語についても
学ぶ必要があります。本授業では、まず前半で、規範文法と呼ばれる高等学校の英文法では教わらない英語表現を紹介し、そのよ
うな表現の背後に隠された基本的なルールを言語学の理論である「生成文法」の枠組みで考えていきます。そして後半では、それ
らの文法が実際の言語使用者（母語話者、非母語話者、その他様々な非典型的話者）によってどのように実現されているか、心理・
神経言語学の実験によって検証した知見を把握します。その背景にある言語外（身体的、認知的、社会的等）の要因についても考
えを深めます。これらの活動を通して、英語や日本語からその他の外国語まで複数の言語を、中立的かつ相対的に理解する力を養
うことを企図します。 [After learning English grammar hard to prepare for an entrance examination for Tohoku University, a 
college freshman has a basic practical skill of English, which  is used for  international communication. But, your knowledge of 
English is not useful for communicating with people whose mother tongue is not English. There are many other languages on 
earth and you need to study languages other than English in order to succeed overseas. The first half of this course exposes 
students to sentences of English that are not learned through English grammar at their high school which is called prescriptive 
grammar,  and  then  considers  some  basic  rules  behind  them  from  a  framework  of  the  linguistic  theory  called “generative 
grammar”  that  explores  universal  and  diverse  properties  of  languages  all  over  the world.  The  second  half  introduces  the 
previous  findings  obtained  by  psycho-/neurolinguistic  experiments  to  investigate  how  the  grammar  is  realized  by  actual 
language uses（native and non-native speakers, as well as other speakers in any atypical conditions）. You will also consider the 
effects  of  non-linguistic  factors（e.g.,  physical,  psychological,  social）on  human  language  processing.  These  activities will 
contribute for students to develop neutral and comparative attitudes toward languages, including English, Japanese, and others.]

言語学・日本語科学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系，工．担当教員：小川　芳樹　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：ZFH-LIN101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  言語学概論：自然言語の普遍性・可変性と獲得可能性

2 ．授業の目的と概要：
　　  我々は、自分の母語については、幼児期に知らぬ間に獲得したその文法知識の中身を特に意識することなく使いこなせる。一方で、

その無意識に獲得した母語の知識が、外国語を学ぼうとするときには、妨げになることがある。日本語と英語は、どのような性質
が共通していて、どのような点で異なっているのだろうか。

　　  また、いかなる自然言語も、その音韻・形態・統語・意味的特徴は、数百年の幅で大きく変化し変異形を生じるばかりでなく、
50~100年といった比較的短期間の間にもそれなりに変化する。そのような言語変化は、いったいどのようなメカニズムで起きる
のだろうか。また、そのように常に変化している言語でも、それが母語であるならば、我々は苦もなく獲得できるのだが、それは
なぜだろうか。

　　  本講義では、1950年代以降の現代言語学において明らかにされてきた自然言語の音韻・形態・統語・意味に関する法則性や、言語
獲得と言語運用を可能にしている脳内文法や認知・知覚のメカニズムについて学ぶとともに、コーパスを使って、特に、日本語や
英語の語彙や構文の共時的特徴や変化の過程などを調べる方法を身につける。
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心理学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：坂井　信之　所属部局等：文学研究科．開講セメスター： 1 セ
メスター．科目ナンバリング：ZFH-PSY101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  心理学の基礎知識とその応用

2 ．授業の目的と概要：
　　  実生活場面で見られる様々な場面を心理学の視点からみるとどのようにとらえられるのか、また心理学の知識を修得しておけば、

実生活でどのように有利なのか、などについて学ぶ。

心理学

心理学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：福土　審　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFH-PSY101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  心と健康 Mind and Health

2 ．授業の目的と概要：
　　・   心身医学は行動医学とともに心理と身体の相互関係を追求する新しい医学である。心身医学・行動医学は国際的に活発な研究

活動が繰り広げられ、国策としても重要視され、生物学、薬学、心理学など多くの分野の成果を吸収しながら発展し続けている。
その一端を知ることは独創を育む上で重要である。　Psychosomatic medicine  and  behavioral medicine  are  new  area  of 
medicine.  They  explore  the  relationship  between mind  and  body.    Psychosomatic medicine  and  behavioral medicine  are 
developing in the world.  It is important to know the present knowledge of mind based on bodily function.
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心理学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系，工．担当教員：細田　千尋　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：ZFH-PSY101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  脳科学から紐解く学習と心理　Learning Psychology from Brain Science

2 ．授業の目的と概要：
　　  本講義では人の能力やこころに深く関与する「脳」を研究対象とする脳科学分野と心理学について、いくつかのトピックを選び、

基礎的な知識から最新の知見まで紹介する。この分野は脳科学・心理学・生物学をはじめとして医学・工学・物理学等が結集して
その解明に突き進んでいる学際的なフロンティア領域であり、幅広くその応用が期待されている。授業では知覚・認知心理学 記憶、
推論、問題解決、意思決定などの人の高次認知における、内的資源（情報処理機構、経験的知識、生得的制約）と外的資源（状況、
他者）の利用、およびその間の相互作用についての、最新の脳科学的知見をもとに、「人の知」や「心」とその個人差について理
解を深める　In  this  lecture,  several  topics will  be  introduced  from  basic  knowledge  to  the  latest  findings  in  the  field  of 
neuroscience and psychology, which  focus on the  "brain"  that  is deeply  involved  in human abilities and mind. This field  is an 
interdisciplinary frontier area where neuroscience, psychology, biology, medicine, engineering, physics, and other disciplines are 
coming together to elucidate it, and it is expected to have a wide range of applications. In this course, students will learn about 
the  use  of  internal  resources（information  processing mechanisms,  empirical  knowledge,  innate  constraints）and  external 
resources（situations,  others）in  higher-order  human  cognition,  such  as memory,  reasoning,  problem  solving,  and  decision 
making,  and  the  interaction between  them. Deepen  the understanding of  "human knowledge" and  "mind" and  their  individual 
differences.

心理学
木 2 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，医，薬，工（ 1 ～ 5 、15～16組），農．担当教員：松宮　一道　所属部局等：情報科学研究科．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-PSY101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  心理物理学入門

2 ．授業の目的と概要：
　　  【目的】心理物理学とは、物理学者フェヒナーによって確立された、人間の主観的体験を客観的かつ量的にとらえることを可能に

する学問である。ここでは、心理物理学を通して、心の働きの一つである感覚・知覚をいかにして定量化するのか、その考え方の
基礎を学ぶ。

　　  【概要】授業はパワーポイントにより行う。
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社会学

社会学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：徳川　直人　所属部局等：情報科学研究科．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-SOC101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  食と農からみる現代社会

2 ．授業の目的と概要：
　　  毎日欠かせぬ食べ物。「最も身近」であるはずなのに、何がどこでどうなっているのか「わからない！」ものの筆頭とも言えます。

そして食の背後には必ずあるはずの農。何やら縁遠く、もっと「知らない」状態ではないでしょうか。
　　  身近だから気づかない、縁遠いから知らない。－－これは認識の落とし穴です。
　　  あれこれの不祥事や犯罪などヤミの世界のことを言っているのではありません。私たちのふだんの生活とかかわる社会の構造。そ

れが「見えていない」のです。これを「可視化」しなければなりません。
　　  食と農を切り口に、日常の生活とのかかわりから現代社会について考えてみるのが本講の目的です。
　　  これは「生活と世界を変えるための小さな一歩」かもしれません。

心理学
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：宮下　光令　所属部局等：医学系研究科．
開講セメスター： 2 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-PSY101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  人の発達とケア /Human Development and Care

2 ．授業の目的と概要：
　　  「キュアとケア」という言葉を聞いたことがあるだろうか。過去には医療を医師が疾病の治癒を目指して行うキュア、看護師など

が療養生活や日常生活を支援するケアに分けて定義されてきた。しかし、現代医療の大いなる進歩とその限界が認識されるにつれ、
両者の境界は曖昧になり、現代医療は患者・家族がその人らしく生きることを支援することを指向するようになった。

　　  人は生まれたとき（もしくは生まれる前）から亡くなるまで、ケアと無縁に過ごすことはできない。本講義では「ケアとは何かか
ら」スタートし、人の発達段階に沿って誰もが経験しうるケアの場面について医学部保健学科看護学専攻の教員によってリレー講
義を行う。
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社会学
火 1 　（ 2 単位）．対象学部：国際学士コース（＊）．担当教員：劉　靖　所属部局等：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：ZFH-SOC101E．使用言語：英語．

1 ．授業題目：
　　  Education and Sustainable Development Goals（SDGs）

2 ．授業の目的と概要：
　　  The  2030 Agenda  for  Sustainable Development, which was  adopted  by  the United Nations  in  2015,  has  become  a  shared 

blueprint for peace and well-being of all human beings and the planet. Education, either as a goal and a means for achieving the 
global goal for sustainable development, has been given special attention by the global society.

　　  This course provides a platform for participants to reconsider the relationship between education and sustainable development 
goals.  It  starts with  an  introduction  to  history  and  basic  knowledge  of  sustainable  development  goals（SDGs）for  global 
development by 2030. Then, it moves to understand the educational perspectives of the SDGs in global context, particularly in 
Asia. In the third part of the course, it discusses achievement and challenges of education and SDGs in diverse contexts in Asia. 
It closes by making group blueprints for education development in/for the SDGs in Asia by participants.

社会学
木 2 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，医，薬，工（ 1 ～ 5 、15～16組），農．担当教員：坂田　邦子　所属部局等：情報科学研究科．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFH-SOC101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  メディアと社会
　　  Media and Society

2 ．授業の目的と概要：
　　  私たちは現代の情報社会を生きるなかで、日常的に多くのメディアに囲まれて過ごしています。この授業では、基礎的なメディア

理論に基づき、様々なトピックを取り上げながら、メディアが情報を媒介することによって生じる現象や問題を掘り起こし、見過
ごされがちな社会の矛盾や課題について考察していきたいと思います。

　　  We are living in contemporary information society, surrounded by a lot of media. This class aims to dig out phenomenon and 
problems that are caused by media through which information is mediated, based on basic media theories and various topics.
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社会学
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：岡田　彩　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：ZFH-SOC101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  ボランティアと NPO・NGO の社会学
　　  Sociology of Volunteering, Nonprofits, and NGOs

2 ．授業の目的と概要：
　　  ニュースでも耳にすることのある「ボランティア」や「非営利組織（NPO）」「非政府組織（NGO）」は、私たちが暮らす社会や日々

の生活において、どのような意義を持っているのでしょうか。ご自身の経験や身近な活動の例、そして理論の知見を手掛かりに、
他者や社会に貢献する様々な行動を、社会学の観点から考察します。

　　・  Google Classroom を利用します。クラスコードは別途アナウンスされます。
　　  We often hear news about "volunteers," "nonprofit organizations（NPOs）," and "non-governmental organizations（NGOs）." What 

are the significance of these voluntary actions in our society? This course will take a sociological perspective to analyze these 
actions from our own experience, examples around us, as well as relevant theories.

　　・  This course will use Google Classroom for communication. Class code will be announced separately.

社会学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系，工．担当教員：小松　丈晃　所属部局等：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：ZFH-SOC101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  コミュニケーションとアイデンティティの社会学
　　  Sociology of Communication and Identity
2 ．授業の目的と概要：
　　  私たちは、考え方や価値観、ライフスタイル、宗教、国籍などが互いに異なる多様な他者と互いに（対立したりすることも含めて）関わ

り合いながら生活している。そうした異質な他者と出会い（広い意味で）コミュニケーションしあいながらともに生き抜く（一定の限ら
れた）空間が「社会」であるならば、「コミュニケーション」は、社会学にとって基礎概念である。この授業では、私たちが日常的に行
う「コミュニケーション」の視点から、対人関係や信頼、感情、身体、ジェンダーとセクシャリティ、さらに集団や組織、消費、環境と
いった話題について考える。

　　  また、「アイデンティティ」も、この授業全体を貫くもう一つの共通テーマである。私たちのアイデンティティは、ジェンダーやセクシャ
リティ、組織や集団での立ち位置、消費活動、環境保全の活動など、（この授業で取り上げる）実にさまざまな局面と深く関わっており、
現代社会学における重要な研究テーマの一つである。アイデンティティによって、私たち個々人は、より広い社会的脈絡に結びつけられ
る。しかも、アイデンティティはすべて、社会学の観点では、他者との関わりの中で（つまりコミュニケーションによって）形作られ変
化していく。

　　  この授業では、「コミュニケーションとアイデンティティ」という視点から、私たち自身の生活と他者がおかれた社会的条件との関係を
探ったり、私たち自身の経験をより幅広い脈絡の中に位置づけて考察したりしながら、社会学的想像力を身につけることを目的として
いる。

　　  We  live  in  a  relationship（sometimes  in  conflict）with  a  variety  of  others who  have  different  ideas,  values,  lifestyles,  religions, 
nationalities,  and  so  on.  "Society"  is  a  space where  you  can meet  and  communicate with  such  diverse  others.  Therefore, 
"communication"  is  a  basic  concept  for  sociology.  In  this  course, we will  consider  topics  such  as  interpersonal  relationships,  trust, 
emotions,  body,  gender  and  sexuality,  as well  as  consumer  culture  and  the  environmental  issues  from  the  perspective  of 
"communication" that we carry out in everyday life.

　　  "Identity" is also a theme common to this course as a whole. "Identity" is deeply involved in a wide variety of topics such as gender and 
sexuality,  group  life,  consumerism,  and  environmental  protection  activities（these  are  covered  in  this  course）,  and  is  one  of  the 
important research themes in recent sociology. "Identity" connects the individual to the wider social context. And all identities, from a 
sociological point of view, are shaped and changed in relation to others（that is, by communication）.

　　  In this course, from the perspective of "communication and identity," we will explore the relationship between our own lives and the 
social conditions in which others are placed, and consider our own experiences in a wider social context.
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社会科学

経済と社会

社会科学

経済と社会
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：川名　洋　所属部局等：経済学研究科．開講セメスター： 1 セ
メスター．科目ナンバリング：ZFS-ESO101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  西洋経済史入門 / Introduction to the Economic History of Western Europe

2 ．授業の目的と概要：
　　  「経済」は社会と不可分の人間の営みであり，それゆえに人々の価値観を変えながら新時代を切り拓く歴史の推進力にもなる。中

でもいち早く豊かになり近代において世界を牽引するようになったのが欧米経済である。大学内で学ぶほぼ全ての学問領域は，欧
米経済の繁栄なくしては存在しえず，そのことに気づかずにいられるのは，欧米固有の制度や価値観が地球上の広い地域でまるで
空気のように定着しているよい証拠である。受講者は，欧米経済の歴史（西洋経済史）について学び，経済の本質を見抜くために
必要な歴史的教養を身につけることを目指す。先を行く欧米経済の功罪に対する評価は，それが如何なる方法であっても，歴史の
知識を前提になされる。その評価を主体的に行うための基礎力を身につけることがこの講義の目的である。

　　  また，本講義は大学における研究教育の国際化に鑑み，経済情報を英語で読み，聞き，理解する能力を習得できるよう進める。
　　  「西洋経済史」の概要については，担当者の HP（http://www2.econ.tohoku.ac.jp/~kawana/index.html）を参照。
　　  Economics  is  a  study  of  context  dependent  phenomena.  "Economy  and  Society"  in  2022  argues  that  the  progress  of West 

European society offers an appropriate context for studying the modern global economy. Our basic institutions in Japan, such as 
the  free market  and  democratic  government,  have  been  heavily  influenced  by  the way  in which  the  Economy  of Western 
Europe has developed over the centuries. Our common values, such as respect for individual choice, the rule of law, and social 
welfare, has also emerged in the course of its long history in the West.

　　  "Economy  and  Society"  in  2021  is  designed  to  explore  how  the West  European  economy  came  to  hold  sway  in  the  global 
markets in the 21th century. " Economy and Society " also puts special emphasis on the period before the industrial revolution, 
reflecting the latest scholarship on the Early Modern economy; this was the time when the foundation of urban society began to 
emerge in Western Europe.

　　  Responding  to  the  growing  needs  for  global  learning  in  the  higher  education  sector,  this  lecture  is  designed  to  encourage 
undergraduate students to digest economic information in the English language.

社会学
金 1 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，理，保，歯，薬，工（ 6 ～12組）．担当教員：角田　毅　所属部局等：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：ZFH-SOC101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  食料・農業・農村と環境問題

2 ．授業の目的と概要：
　　  持続可能な農業の発展や農山村のあり方、地域活性化方策について多面的に考察する能力を身につけるため、現在の食料・農業・

農村の現状とそれを読み解く基礎的な理論・知識を習得する。



─ 32 ─

経済と社会
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：国際学士コース（＊）．担当教員：Jeremy Ryan September　所属部局等：兵庫県立大学．
開講セメスター： 2 セメスター．科目ナンバリング：ZFS-ESO101E．使用言語：英語．

1 ．授業題目：
　　  Social Entrepreneurship: An Introduction

2 ．授業の目的と概要：
　　  In this course students will receive a comprehensive overview of the field of social entrepreneurship. The course will combine 

theoretical  knowledge  and  practical  examples  of  social  entrepreneurship.  Students with  a more  practical  interest will  be 
encouraged  to  develop  their  own  ideas  and  plans  regarding  potential  social  entrepreneurship  projects.  Thus,  this  course  is 
designed for students who want to explore social enterprise start-ups, as well as those students who are just curious about the 
field and want to learn more about entrepreneurship.

　　  This course also explores the role of Social Entrepreneurship as a lever for economic, social and sustainable development. The 
subject of Social Entrepreneurship overlaps with a number of fields including the nonprofit sphere, development projects, SMEs, 
community initiatives and others. This multiplicity will be reflected in the course contents.

経済と社会
木 2 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，医，薬，工（ 1 ～ 5 、15～16組），農．担当教員：石垣　司　所属部局等：経済学研究科．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFS-ESO101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  マーケティング・リサーチ入門～データを通して市場を知る

2 ．授業の目的と概要：
　　  社会や経済と密接に関連する市場を知るための学問としてマーケティング・リサーチがある。本授業では、データを通して市場を

知るために必要な統計学とアンケート調査のための調査票の設計を中心に、マーケティング・リサーチの基礎を学ぶ。
　　  In this course, students learn a basic marketing research to understand the market.
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日本国憲法
金 5 　（ 2 単位）．対象学部：全．担当教員：曽我　洋介　所属部局等：．開講セメスター： 2 セメスター．科目ナンバリング：ZFS-
LAW101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  日本国憲法
　　  Japanese constitution

2 ．授業の目的と概要：
　　  憲法とは、国の組織と作用に関する基本的な規律を意味する。日本国の場合、その大要は昭和21年に公布された「日本国憲法」に

より定められている。この講義では、同憲法の各規定に何が定められているのか、それが各国家機関によってどのように実践され
ているのか、それらがいかなる考え方によって基礎づけられているのか、そして、憲法解釈に争いのある事例が、どのような考え
方の違いによって惹き起こされているかについて学修する。

　　  The  term  "constitution"  refers  to  the basic  rules governing  the organization and action of  a  state.  In  the case of  Japan,  it  is 
largely set forth in the "Constitution of Japan" promulgated in 1946. In this course, students will learn what is set forth in each 
provision of  the Constitution of Japan, how it  is put  into practice by the various organs of  the state, what  ideas underlie the 
rules, and what differences in ideas have led to cases of disputed interpretations of the Constitution.

日本国憲法

日本国憲法
金 4 　（ 2 単位）．対象学部：全（文系優先）．担当教員：曽我　洋介　所属部局等：．開講セメスター： 2 セメスター．
科目ナンバリング：ZFS-LAW101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  日本国憲法
　　  Japanese constitution

2 ．授業の目的と概要：
　　  憲法とは、国の組織と作用に関する基本的な規律を意味する。日本国の場合、その大要は昭和21年に公布された「日本国憲法」に

より定められている。この講義では、同憲法の各規定に何が定められているのか、それが各国家機関によってどのように実践され
ているのか、それらがいかなる考え方によって基礎づけられているのか、そして、憲法解釈に争いのある事例が、どのような考え
方の違いによって惹き起こされているかについて学修する。

　　  The  term  "constitution"  refers  to  the basic  rules governing  the organization and action of  a  state.  In  the case of  Japan,  it  is 
largely set forth in the "Constitution of Japan" promulgated in 1946. In this course, students will learn what is set forth in each 
provision of  the Constitution of Japan, how it  is put  into practice by the various organs of  the state, what  ideas underlie the 
rules, and what differences in ideas have led to cases of disputed interpretations of the Constitution.
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政治学

政治学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：東島　雅昌　所属部局等：情報科学研究科．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFS-POL102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  政治学入門

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業は、政治学の入門である。主に日本のような民主主義国家に焦点を当てながら、その国内政治と国際政治の体系的理解を可

能にする政治学の知見を講義する。

法学

法学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，理，工（ 6 ～14組）．担当教員：温　笑侗　所属部局等：法学研究科．開講セメスター： 1 セメ
スター．科目ナンバリング：ZFS-LAW102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  判例を読む〔Read the Judicial Precedent〕

2 ．授業の目的と概要：
　　  この講義は会社法判例を読み、皆さんで議論することによって会社法への理解を深めることを目的とする
　　  This course aims to deepen understanding of the Corporate Law through reading the precedent and discussing together.
　　※  本講義は、対面方式と Google Classroom（クラスコード：oyw 3 kwz）を使用したオンデマンド方式（担当教員が講義資料や講

義動画を Google Classroom にアップロードし、受講者が適宜これを視聴する方式）を混合した形式で行います。
　　  The objective of this course is to develop abilities in problem-solving through learning how law is involved in societal issues. The 

study  of  law  is  an  academic  discipline  that  considers  how  to  provide  stability  to  society  in which  people  live  together. The 
lectures will  provide  basic  knowledge  about  law,  and  on  the  basis  of  such  knowledge,  consider  specific  issues within  actual 
society from a legal perspective.
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政治学
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系，工．担当教員：河村　和徳　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：ZFS-POL102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  日本の政治を分析する

2 ．授業の目的と概要：
　　  大きな変化がある日本政治を例に、政治学との接点を講義していきます。内容としては、日本政治論・政治過程論的な内容になり

ます。18歳に選挙権年齢が引き下げられ、主権者教育の必要性が叫ばれています。講義を通じて、主権者としての意識を高めるこ
とも目的に 1 つです。

政治学
木 2 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，医，薬，工（ 1 ～ 5 、15～16組），農．担当教員：横田　正顕　所属部局等：法学研究科．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFS-POL102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  政治学の道案内

2 ．授業の目的と概要：
　　  大学における政治学は、中学・高校までの社会科とは一味違った広がりと難しさを持っている。この講義でそうした政治学の全て

を体系的に扱うことはできないが、政治理論・行政学・国際関係論の観点から政治学的考え方の一端を披露し、日本や世界で現に
起きている政治的事象をどのように捉えればよいかについての基本的視座を提示したいと考える。15回の講義のうち、第 1 部（政
治理論）、第 2 部（行政学）、第 3 部（国際関係論）の構成で、各分野を専門とする講師が交代によりそれぞれの内容を講じる。
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線形代数学概論

線形代数学概論
月 1 　（ 2 単位）．対象学部：保，薬．担当教員：船野　敬　所属部局等：情報科学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-MAT102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  線形代数学概要

2 ．授業の目的と概要：
　　  線形代数学は多成分の量を扱う上での基本であり，理工系にとどまらない多くの分野の基礎となっている．線形代数学 A では，

線形代数学の初歩である行列と行列式，さらに線形写像を学ぶ．行列の基本的事項および行列の代数的な表現や諸演算を習得し，
行列式の定義やその役割，連立 1 次方程式の諸解法を学ぶ．また，ベクトル空間からベクトル空間への線形写像の概念，それを行
列により具体的に表現する方法を学ぶ．

　　  Linear algebra is an essential tool to handle multi-component quantities, and it helps developments not only of mathematics but 
also of natural sciences and social sciences.

　　  This course covers fundamentals in linear algebra, such as operations of matrices,
　　  the  definition  and  role  of  the  determinant  of  a matrix,  and  the method  of  solving  systems  of  linear  equations. Furthermore, 

linear mappings between vector spaces and their matrix representations are treated.

自然科学
数学
線形代数学入門

自然科学

線形代数学入門
火 3 　（ 2 単位）．対象学部：文系．担当教員：高橋　淳也　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：ZFN-MAT101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  線型代数学入門
　　  Introduction to Linear Algebra

2 ．授業の目的と概要：
　　  線型代数学は多成分の量を扱う上で基本的であり，数学はもちろん，自然科学や社会科学，経済学の基礎である．本講義では，行

列，連立 1 次方程式，行列式，固有値などの線型代数学の基礎を学ぶ．
　　  Linear algebra is an essential tool to handle multi-component quantities, and is a foundation of natural sciences, social sciences 

and economics, as well as mathematics. This course covers fundamentals in linear algebra, such as matrices, systems of linear 
equations, determinants of matrices, and eigenvalues.
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線形代数学概論
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：理（生），医，農②．担当教員：花村　昌樹　所属部局等：理学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-MAT102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  線形代数学概論 /linear algebra

2 ．授業の目的と概要：
　　  線形代数学は多成分の量を扱う上で基本的であり、数学はもちろん、理工系にとどまらない多くの分野の基礎となり、その発展を

助けている。
　　  この講義では、行列の演算、連立一次方程式、行列式の標準的な内容を扱い、基礎的な計算力を身につけつつ線形代数学の初歩を

学ぶ。
　　  Linear algebra is an essential tool to handle multi-component quantities, and it helps developments not only of mathematics but 

also of natural sciences and social sciences.
　　  This  course  covers  the basics  of  linear  algebra,  such  as  operations  of matrices,  systems  of  linear  equations,  determinants  of 

matrices.
　　  Students will acquire relevant skills to perform certain computations.

線形代数学概論
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：理（生），医，農①．担当教員：川﨑　菜穂　所属部局等：理学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-MAT102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  線形代数学
　　  Linear Algebra 

2 ．授業の目的と概要：
　　  線形代数学は多成分の量を扱う上で基本的であり、数学はもちろん、理工系にとどまらない多くの分野の基礎となり、その発展を

助けている。
　　  この講義では、行列の演算、連立一次方程式、行列式の標準的な内容を扱い、基礎的な計算力を身につけつつ線形代数学の初歩を

学ぶ。
　　  Linear algebra is an essential tool to handle multi-component quantities, and it helps developments not only of mathematics but 

also of natural sciences and social sciences. This course covers fundamentals in linear algebra, such as operations of matrices, 
systems of linear equations, determinants of matrices. Students will acquire relevant skills to perform certain computations.
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解析学入門
火 4 　（ 2 単位）．対象学部：文系，保（看）②．担当教員：高橋　淳也　所属部局等：情報科学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-MAT103J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  微分積分学入門
　　  Introduction to calculus

2 ．授業の目的と概要：
　　  1 変数関数と 2 変数関数の微分，積分の基礎事項を学ぶ．
　　  Students will learn the basic properties of calculus for single variable and two-variable functions.

解析学入門

解析学入門
火 4 　（ 2 単位）．対象学部：文系，保（看）①．担当教員：尾形　庄悦　所属部局等：理学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-MAT103J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  1 変数関数の微分積分学
　　  Single variable calculus

2 ．授業の目的と概要：
　　  微分積分学は解析学の基本である。微分積分額の初歩である 1 変数関数の微分法および積分法について、基本的概念を理解すると

共に計算力を養う。
　　  Calculus plays an important role in the understanding of science. This course covers differentials and integrations of functions of 

one variable, with applications.
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解析学概論
水 2 　（ 2 単位）．対象学部：理（生），医，保，歯，薬，農①．担当教員：須川　敏幸　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：ZFN-MAT104J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  1 変数および多変数の微積分
　　  Single variable and multi-variable calculus

2 ．授業の目的と概要：
　　  1 変数関数および多変数関数（主に 2 変数関数）の微分・積分に習熟する
　　  To be familiar with treatment of functions of one or more real variables

解析学概論

解析学概論
火 4 　（ 2 単位）．対象学部：国際学士コース（＊）．担当教員：DAHAN Xavier　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：ZFN-MAT104E．使用言語：英語．

1 ．授業題目：
　　  Foundations of Calculus

2 ．授業の目的と概要：
　　  Built  upon Calculus  learnt  in  high-school,  this  course  prepares  to more  advanced/academic  techniques  of  essential  Calculus. 

Differential and Integral Calculus are the core of this course.
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解析学概論
水 2 　（ 2 単位）．対象学部：理（生），医，保，歯，薬，農③．担当教員：高村　博之　所属部局等：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：ZFN-MAT104J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  1 変数関数および多変数関数の微分積分学
　　  Single variable calculus and multivariable calculus

2 ．授業の目的と概要：
　　  微分積分学は解析学の基本であり、理工学系の学問における基礎である。 1 変数関数の微積分法を基礎として、多変数関数の微分

法と積分法の基本的概念を理解するとともに計算力を養う。
　　  Calculus is a foundation of analysis and other scientific areas. Based on single variable calculus, differentiation and integration for 

functions of several variables will be explained. Concrete examples will be provided to help students develop their ability  for 
calculation.

解析学概論
水 2 　（ 2 単位）．対象学部：理（生），医，保，歯，薬，農②．担当教員：田中　太初　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：ZFN-MAT104J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  1 変数関数および多変数関数の微分積分学
　　  Single variable and multivariable calculus

2 ．授業の目的と概要：
　　  微分積分学は解析学の基本であり、理工学系の学問における基礎である。 1 変数関数および多変数関数の微分法と積分法の基本的

概念を理解するとともに計算力を養う。
　　  Calculus plays an important role in the understanding of science, engineering, economics, among other disciplines. This course 

covers differentiation and integration of functions of one variable as well as those of several variables.
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解析学概論
水 2 　（ 2 単位）．対象学部：理（生），医，保，歯，薬，農⑤．担当教員：東根　一樹　所属部局等：山形大学．開講セメスター： 2
セメスター．科目ナンバリング：ZFN-MAT104J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  1 変数関数および多変数関数の微分積分学
　　  Single variable and multivariable calculus

2 ．授業の目的と概要：
　　  微分積分学は解析学の基本であり，理工学系の学問における基礎である． 1 変数関数および多変数関数の微分法と積分法の基本的

概念を理解するとともに計算力を養う．
　　  Calculus  plays  an  important  role  in  the  understanding  of  science,engineering,economics,among  other  disciplines.This  course 

covers differentiation and integration of functions of one variable as well as those of several variables.

解析学概論
水 2 　（ 2 単位）．対象学部：理（生），医，保，歯，薬，農④．担当教員：石田　正典　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：ZFN-MAT104J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  1 変数関数および多変数関数の微分積分学
　　  Single variable calculus and multivariable calculus

2 ．授業の目的と概要：
　　  微分積分学は解析学の基本であり、理工学系の学問における基礎である。 1 変数関数の微積分法を基礎として、多変数関数の微分

法と積分法の基本的概念を理解するとともに計算力を養う。
　　  Calculus is a foundation of analysis and other scientific areas. Based on single variable calculus, differentiation and integration for 

functions of several variables will be explained. Concrete examples will be provided to help students develop their ability  for 
calculation.
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統計学入門
火 4 　（ 2 単位）．対象学部：文系．担当教員：阿部　圭宏　所属部局等：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：ZFN-MAT105J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  数理統計学入門
　　  Introduction to Mathematical Statistics

2 ．授業の目的と概要：
　　  数理統計学の基礎的な事項および応用について解説する。
　　  This course will provide fundamentals and applications of mathematical statistics.

統計学入門

統計学入門
木 3 　（ 2 単位）．対象学部：保（看）．担当教員：尾畑　伸明　所属部局等：情報科学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-MAT105J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  確率・統計の基礎
　　  Foundations of probability and statistics

2 ．授業の目的と概要：
　　  さまざまな分野で必要とされるデータ解析の数理的基礎を担うのが確率と統計である。この講義では、確率変数とその期待値・分

散などの確率の基礎概念から始めて、統計学に必要な確率分布について学ぶ。次いで、統計的推論の考え方を理解して、母数の点
推定・区間推定の方法、仮説検定の基本的な形式を学ぶ。また、Python による簡単なプログラミングを体験する。

　　  Probability  and  statistics  provide  the mathematical  foundation  of  data  analysis  in  various  fields.  This  course will  start with 
random  variables,  expected  values,  variances  and  other  fundamental  concepts  in  probability  and  introduce  probability 
distributions used in statistics. Then the course will provide methods of point and interval estimations of population parameters 
and of testing hypothesis as an introduction to statistical inference. This course includes rudimentary programming by Python.
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数理統計学概論
金 2 　（ 2 単位）．対象学部：教，医，薬②．担当教員：鎌田　博行　所属部局等：宮城教育大学．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-MAT106J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  確率・統計の基礎
　　  Foundations of probability and statistics

2 ．授業の目的と概要：
　　  さまざまな分野で必要とされるデータ解析の数理的基礎を担うのが確率と統計である。この講義では、確率変数とその期待値・分

散などの確率の基礎概念から始めて、統計学に必要な確率分布について学ぶ。次いで、統計的推論の考え方を理解して、母数の点
推定・区間推定の方法、仮説検定の基本的な形式について概観する。またこれらの内容の理解に必要となる数学的話題（広義積分、
行列など）についても適宜扱う.

　　  Probability  and  statistics  provide  the mathematical  foundation  of  data  analysis  in  various  fields.  This  course will  start with 
random  variables,  expected  values,  variances  and  other  fundamental  concepts  in  probability  and  introduce  probability 
distributions  used  in  statistics.  Then  the  course will  provide  the  outline  of  point  and  interval  estimations  of  population 
parameters and of testing hypothesis as an introduction to statistical inference. Moreover, relevant mathematical topics will be 
also treated accordingly.

数理統計学概論

数理統計学概論
金 2 　（ 2 単位）．対象学部：教，医，薬①．担当教員：尾畑　伸明　所属部局等：情報科学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-MAT106J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  確率・統計の基礎
　　  Foundations of probability and statistics

2 ．授業の目的と概要：
　　  さまざまな分野で必要とされるデータ解析の数理的基礎を担うのが確率と統計である。この講義では、確率変数とその期待値・分

散などの確率の基礎概念から始めて、統計学に必要な確率分布について学ぶ。次いで、統計的推論の考え方を理解して、母数の点
推定・区間推定の方法、仮説検定の基本的な形式を学ぶ。また、Python による簡単なプログラミングを体験する。

　　  Probability  and  statistics  provide  the mathematical  foundation  of  data  analysis  in  various  fields.  This  course will  start with 
random  variables,  expected  values,  variances  and  other  fundamental  concepts  in  probability  and  introduce  probability 
distributions used in statistics. Then the course will provide methods of point and interval estimations of population parameters 
and of testing hypothesis as an introduction to statistical inference. This course includes rudimentary programming by Python.
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物理学
物理学入門

物理学入門
水 3 　（ 2 単位）．対象学部：文系．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： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-PHY101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  物理的な考え方への招待

2 ．授業の目的と概要：
　　  わたしたちの身の回りの自然現象に対して、物理学という学問がどのようにアプローチし、考え、理解しようとしているかを伝え

たい。内容としては、力学、電磁気学、熱力学、量子力学などに対応するが、その詳細を理解するよりもむしろ、それらがどのよ
うに相互に結びついて、どのような世界観を提供しているかを捉えることを目指す。

数理統計学概論
木 3 　（ 2 単位）．対象学部：教，保（放検），歯．担当教員：尾畑　伸明　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：ZFN-MAT106J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  確率・統計の基礎
　　  Foundations of probability and statistics

2 ．授業の目的と概要：
　　  さまざまな分野で必要とされるデータ解析の数理的基礎を担うのが確率と統計である。この講義では、確率変数とその期待値・分

散などの確率の基礎概念から始めて、統計学に必要な確率分布について学ぶ。次いで、統計的推論の考え方を理解して、母数の点
推定・区間推定の方法、仮説検定の基本的な形式を学ぶ。また、Python による簡単なプログラミングを体験する。

　　  Probability  and  statistics  provide  the mathematical  foundation  of  data  analysis  in  various  fields.  This  course will  start with 
random  variables,  expected  values,  variances  and  other  fundamental  concepts  in  probability  and  introduce  probability 
distributions used in statistics. Then the course will provide methods of point and interval estimations of population parameters 
and of testing hypothesis as an introduction to statistical inference. This course includes rudimentary programming by Python.
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物理学概論Ⅰ
火 1 　（ 2 単位）．対象学部：農①．担当教員：関口　仁子　所属部局等：理学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-PHY102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  力学 / Mechanics

2 ．授業の目的と概要：
　　  物体の運動を扱う物理学の分野である力学の学習を通して、現象のモデル化、法則からの演繹的議論による結果の導出など物理的

なものの考え方に親しむ。
　　  / This lecture is intended to learn the basic concepts of motion of bodies from physics points of view.

物理学概論Ⅰ

物理学概論Ⅰ
火 1 　（ 2 単位）．対象学部：医．担当教員：石徹白　晃治　所属部局等：ニュートリノ科学研究センター．開講セメスター： 1 セメス
ター．科目ナンバリング：ZFN-PHY102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  基礎物理学（力学）/ Basic physics（Mechanics）

2 ．授業の目的と概要：
　　  近年の高度な医療機器は物理学を基礎としている。また、物理学の考え方は医学の様々な分野で使われている。本講義では、医学

分野への応用を念頭に力学を中心とした物理学の基礎を習得する。
　　  Recent  advanced medical  devices  are  based  on  physics.  In  addition,  the  concepts  of  physics  are  used  in  various  fields  of 

medicine. In this lecture, students will learn the basics of physics, focusing on mechanics, with applications to the medical field in 
mind.
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物理学概論Ⅰ
火 1 　（ 2 単位）．対象学部：保，歯（既履修）．担当教員：佐久間　由香　所属部局等：理学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-PHY102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  力学（物理履修クラス）/Mechanics（for students who took a physics class in high school）

2 ．授業の目的と概要：
　　  法則からの演繹的議論による結果の導出など，物理的なものの考え方に親しむ.
　　  This lecture are intended to learn the basic concepts of motion of bodies from physics points of view.

物理学概論Ⅰ
火 1 　（ 2 単位）．対象学部：農②．担当教員：三輪　浩司　所属部局等：理学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-PHY102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  物理学概論Ⅰ / Introduction to physics  1

2 ．授業の目的と概要：
　　  物体の運動を扱う物理学の分野である力学の学習を通して，法則からの演繹的議論による結果の導出など，物理的なものの考え方

に親しむ。
　　  This lecture is intended to provide a basic concept of physics, such as deriving results from deductive discussions from the laws 

of physics, through the understanding of mechanics, which describes the motion of bodies.
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物理学概論Ⅰ
火 1 　（ 2 単位）．対象学部：薬．担当教員：岩佐　直仁　所属部局等：理学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：
ZFN-PHY102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  物理学概論 I
　　  Foundations of Physics I

2 ．授業の目的と概要：
　　  物理学の基礎である力学について基本的知識の獲得と問題解決法の習得をめざし、物理学的なものの見方に慣れるようにする。こ

こでは質点および剛体の力学を学習して物体の運動に関する基本的な原理や法則を知り、物理学の理解を深め、問題解決の能力を
みがく。解析に必要となる数学的な能力をみがく。

物理学概論Ⅰ
火 1 　（ 2 単位）．対象学部：保，歯（未履修）．担当教員：須藤　彰三　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFN-PHY102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  力学（未履修クラス）
　　  Classical Mechanics

2 ．授業の目的と概要：
　　  力学は、力がつりあっている時の物体の平衡と力が働いている時の物体の運動を扱います。その基礎となるのが、ニュートンの運

動の 3 法則です。この法則は、個々の粒子や天体、そして非常に複雑な相互作用まで様々な現象を非常に正確に予測するために使
用することができます。また、他の物理学の科目を学ぶための基礎ともなっています。この講義は、生命系への適用も視野に、そ
のような力学の流れを学ぶことを目的としています。

　　  Mechanics  deals with  the  equilibrium  of  an  object when  forces  are  balanced  and  the motion  of  an  object when  forces  are 
exerted. The basis of the mechanics is Newton's three laws of motion. This law can be used to predict very accurately various 
phenomena, from individual particles and celestial bodies to even the most complex interactions. It is also the basis for studying 
other subject of physics. The purpose of this lecture is to learn the mechanics with a view to applying it to life systems.
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物理学概論Ⅱ
火 4 　（ 2 単位）．対象学部：医，保，歯，薬②．担当教員：大西　宏明　所属部局等：電子光理学研究センター．開講セメスター： 2
セメスター．科目ナンバリング：ZFN-PHY103J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  電磁気学

2 ．授業の目的と概要：
　　  医学、生理学、生物学などの分析機器には電磁気学を基礎としたものが数多くある。電磁気学は、電気と磁気という別々の存在と

して認識されていた対象を一つにまとめた学問である。本講義では、物理学を専門としない学生が身につけておくべき電磁気学を
学ぶ。

物理学概論Ⅱ

物理学概論Ⅱ
火 4 　（ 2 単位）．対象学部：医，保，歯，薬①．担当教員：須藤　彰三　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：ZFN-PHY103J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  電磁気学（未履修クラス）
　　  Electromagnetism

2 ．授業の目的と概要：
　　  生命系（医学、保健学、生物学など）で用いる分析や検査・測定機器には電磁気学を基礎としたものが数多くある。電磁気学は、

電気と磁気という別々の存在として認識されていた現象を，電荷の動きを起源として，一つにまとめた学問である。本講義では、
物理学を専門としない生命系の学生が身につけておくべき電磁気学といくつかの生命系への適用例を学ぶことを目的とする。

　　  There  are many  analytical,  testing  and measuring  instruments  based  on  electromagnetism  used  in  life  systems（medicine, 
health  sciences,  biology,  etc.）.  Electromagnetism  is  science  of  charge  and  of  the  forces  and  fields  associated with  charge. 
Electricity and magnetism are two aspects of electromagnetism. The purpose of this lecture is to learn electromagnetism that 
non-physics students should acquire and examples of application to some life systems.
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化学概論
木 4 　（ 2 単位）．対象学部：文系．担当教員：斎藤　芳郎　所属部局等：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：ZFN-CHE101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  物質の科学

2 ．授業の目的と概要：
　　  我々の体内や身近に存在する物質の中で、健康の維持に必要な物質および悪影響を与える物質に関して、理解しておく必要のある

事項について講義する。

化学
化学概論

化学概論
火 4 　（ 2 単位）．対象学部：文系．担当教員：飛田　博実　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：ZFN-CHE101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  地球環境と化学

2 ．授業の目的と概要：
　　  私たちを取り巻く地球環境は，物質の多様な変化とそれに伴うエネルギーの出入りによってダイナミックに変動しており，私たち

はその強い影響下に生活している。本講義では，この地球環境を形成する物質とその変化，および私たちの生活の中でのこれらの
物質の役割について，化学（物質の科学）の観点から解説すると共に，この環境を守るためにどんな持続可能なやり方があるかに
ついて考察し，地球環境とその保全に関する理解を深める。
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生物学
生命科学入門

生命科学入門
火 4 　（ 2 単位）．対象学部：文系， 保（看）．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： 1
セメスター．科目ナンバリング：ZFN-BIO101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  現代生命科学入門／Introduction to Modern Life Sciences

2 ．授業の目的と概要：
　　  生命科学は20世紀後半以降著しい発展を遂げてきた。生命の驚異的な仕組みが解き明かされてくると同時に、遺伝子組換え技術や

ゲノム編集技術によって、ゲノムを改変することも可能な時代になってきた。こうして、生命科学は医療、食糧、環境など現代社
会が直面する多くの問題を解決する手段として必要なだけでなく、「人間とは何か」「未来社会はどうあるべきか」というような根
源的な問題を考える上でも必要な教養となりつつある。本講義では、現代生命科学を理解するために必要な生化学、分子生物学、
細胞生物学の基本を理解し、ヒトを含めた生命現象を分子・細胞レベルで理解するための基礎知識を習得することを目的とする。
また、iPS 細胞、ゲノム編集、遺伝子組換え、PCR、エピジェネティクス、ウイルス、がん治療など最新のトピックスについても
正確な知識を身につけることを目的とする。

　　  Life  sciences  have made  remarkable  progress  since  the  latter  half  of  the  20th  century.  It  has  become  possible  to modify 
genomes through genetic recombination and genome editing technologies. In this way, life sciences are not only necessary as the 
means of solving the problems facing modern society, such as medical care, food, and environment, but they are also becoming a 
necessary knowledge for thinking about fundamental questions such as "What is human being?" The purpose of this lecture is to 
understand  the  basics  of  biochemistry, molecular  biology,  and  cell  biology, which  are  necessary  to  understand modern  life 
science,  and  to  acquire  the  basic  knowledge  to  understand  living  organisms  including  humans  at  the molecular  and  cellular 
levels. The course also  aims  to provide  students with  the accurate knowledge of  the  latest  topics  such as  iPS cells,  genome 
editing, genetic recombination, PCR, epigenetics, viruses, and cancer therapeutics.

化学概論
金 2 　（ 2 単位）．対象学部：保，歯．担当教員：飛田　博実　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：ZFN-CHE101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  地球環境と化学

2 ．授業の目的と概要：
　　  私たちを取り巻く地球環境は，物質の多様な変化とそれに伴うエネルギーの出入りによってダイナミックに変動しており，私たち

はその強い影響下に生活している。本講義では，この地球環境を形成する物質とその変化，および私たちの生活の中でのこれらの
物質の役割について，化学（物質の科学）の観点から解説すると共に，この環境を守るためにどんな持続可能なやり方があるかに
ついて考察し，地球環境とその保全に関する理解を深める。
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宇宙地球科学
天文学概論

天文学概論
火 3 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，経．担当教員：西山　正吾　所属部局等：宮城教育大学．開講セメスター： 2 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-AST101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  人類の宇宙観の変遷と、最新科学で明らかになった宇宙像
　　  [Trainsition of our view of the universe, and the latest view of the univrse clarified by technology and science]

2 ．授業の目的と概要：
　　  最新の望遠鏡や観測衛星により、新たな宇宙の姿が次々と明らかになってきてた。宇宙全体は膨張し続け、銀河は合体し、太陽系

以外にも無数の惑星が生まれている。最新の天文学は、私たちにより広い、より深い、より豊かな宇宙像を教えてくれる。
　　  その一方、天文学は最も古い学問のひとつでもある。なぜ人々は宇宙を観測し続けてきたのだろうか。中世の西洋世界では、天界

は神の世界であった。天文学は、私たちの宇宙観、世界観と密接に関わるものであった。天文学の進歩は、私たちの世界観をどう
変えてきたのだろうか。新しい宇宙像、人類の宇宙観の変遷、この 2 点を柱に講義を進めていく。

　　  [Recent telescopes and astronomical satellites allow us to understand what the universe is, and what is going on in the unvierse. 
The universe continues to expand, galaxies marges, and a number of extra-solar planets are being formed. Developements  in 
astronomy and astrophysics tell us how large, how deep, and how rich the universe is.

　　  Astronomy is one of the oldest fields of science. Why have we been observing the unvierse? The universe was the world of God 
at the Middle Ages in Europe. The structure of the universe is closely related to the view of the world. How our view of the 
world have been changed by astronomy? "New view of the universe", and "the transition of our view of the universe", these are 
two main subjects in this course.]

生命科学入門
水 3 　（ 2 単位）．対象学部：文系．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： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-BIO101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  現代生命科学入門／Introduction to Modern Life Sciences

2 ．授業の目的と概要：
　　  生命科学は20世紀後半以降著しい発展を遂げてきた。生命の驚異的な仕組みが解き明かされてくると同時に、遺伝子組換え技術や

ゲノム編集技術によって、ゲノムを改変することも可能な時代になってきた。こうして、生命科学は医療、食糧、環境など現代社
会が直面する多くの問題を解決する手段として必要なだけでなく、「人間とは何か」「未来社会はどうあるべきか」というような根
源的な問題を考える上でも必要な教養となりつつある。本講義では、現代生命科学を理解するために必要な生化学、分子生物学、
細胞生物学の基本を理解し、ヒトを含めた生命現象を分子・細胞レベルで理解するための基礎知識を習得することを目的とする。
また、iPS 細胞、ゲノム編集、遺伝子組換え、PCR、エピジェネティクス、ウイルス、がん治療など最新のトピックスについても
正確な知識を身につけることを目的とする。

　　  Life  sciences  have made  remarkable  progress  since  the  latter  half  of  the  20th  century.  It  has  become  possible  to modify 
genomes through genetic recombination and genome editing technologies. In this way, life sciences are not only necessary as the 
means of solving the problems facing modern society, such as medical care, food, and environment, but they are also becoming a 
necessary knowledge for thinking about fundamental questions such as "What is human being?" The purpose of this lecture is to 
understand  the  basics  of  biochemistry, molecular  biology,  and  cell  biology, which  are  necessary  to  understand modern  life 
science,  and  to  acquire  the  basic  knowledge  to  understand  living  organisms  including  humans  at  the molecular  and  cellular 
levels. The course also  aims  to provide  students with  the accurate knowledge of  the  latest  topics  such as  iPS cells,  genome 
editing, genetic recombination, PCR, epigenetics, viruses, and cancer therapeutics.
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地球環境科学概論

地球環境科学概論
火 4 　（ 2 単位）．対象学部：文系， 保，歯．担当教員：境田　太樹　所属部局等：理学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFN-EAS101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  サイエンスの視点から見る地球環境の変遷史と地球の形成進化史

2 ．授業の目的と概要：
　　  人間活動がグローバル化した現在，地球環境を，政治や経済，社会の営みと切り離すことはできない．そこで，科学的な視点から

地球の姿がどのように描かれるのかを知ることは，人間活動と地球環境の関わりを論ずる際に大いに役立つはずである．本授業で
は，地球環境を構成する大気・海洋・陸域の科学に関する入門的な講義を行う．本講義を通じて，惑星としての地球，変動する地
球，そして，我々の生活の場としての地球を様々な時空間スケールおよび視点から理解するとともに，持続可能な社会（SDGs）
に向けた我々人類の責務を考え，将来の行動指針としてほしい．

天文学概論
火 4 　（ 2 単位）．対象学部：文系， 医，保．担当教員：李　宇珉　所属部局等：．開講セメスター： 2 セメスター．科目ナンバリング：
ZFN-AST101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  天文学の基礎知識
　　  An Introduction to Modern Astronomy

2 ．授業の目的と概要：
　　  私たちの住む宇宙の全体像を把握する。宇宙にはどのような天体が存在し、宇宙も含め様々な天体がどのように誕生し、進化して

いくのか、また、そのような天体がどのように観測されるのかを紹介する。天体の誕生や進化においてどのような物理過程が働い
ているかを紹介する。ここで話題とする天体は、恒星や惑星、系外惑星、中性子星やブラックホール、そして、銀河やその入れ物
としての宇宙などである。なるべく最近の観測や理論的展開を紹介しながら講義を進めていく。

　　  The object of this course is to give an introductory knowledge of modern astronomy. In the Universe there are a rich variety of 
astronomical  objects, which  include,  for  example,  planets,  stars,  compact  objects,  galaxies,  and  the  universe  itself.  I will  talk 
about how such different astronomical objects are born and evolve  in  the Universe, mentioning various physical mechanisms 
important for the processes. I will also touch theoretical and observational topics recently highlighted in astrophysics.
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地理学概論
火 4 　（ 2 単位）．対象学部：文系， 医，保．担当教員：埴淵　知哉、高橋　信人　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：ZFN-GEO101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  人間と自然の世界における地理的なパターンとプロセスの探求
　　  Exploring geographical patterns and processes in the physical and human worlds

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業では、地球上に広がる様々な自然環境と人間活動の諸相を概観し、地理学的視点について学ぶ。自然地理学と人文地理学は

それぞれ自然と人間を主な対象としつつ、空間的な視点や地図、地理情報技術の利活用といった共通の方法論を用いて、多様な自
然と人間の諸相、およびそれらの相互作用関係を明らかにする学問である。本授業では前半を人文地理学、後半を自然地理学とす
る。人文地理学では、都市の盛衰と地域格差、健康や犯罪の地域差、そして各種の地図利用について議論する。自然地理学では、
過去から現在に至る地形と気候の形成過程およびそれらの原理の理解を通して、自然環境と人間活動の関係性について議論する。

　　  This  course  provides  an  overview  of  various  aspects  of  the  natural  environment  and  human  activities  on  the  earth,  to  help 
students  learn about geographical perspective. Physical geography and human geography are disciplines that  focus on nature 
and human beings, respectively, and use common methodologies such as spatial perspectives, maps, and the use of geographic 
information technology to clarify the various natural and human phenomena and their interactions. The first half of this course 
is about human geography and the second half is about physical geography. In the human geography part, we will discuss the 
rise  and  fall  of  cities  and  regional  disparities,  regional  differences  in health  and  crime,  and various  types  of map use.  In  the 
physical geography part, we will discuss the relationship between the natural environment and human activities based on an 
understanding of the formation processes and mechanisms of topography and climate from the past to the present.

地理学概論

地理学概論
火 4 　（ 2 単位）．対象学部：文系， 保，歯．担当教員：埴淵　知哉、目代　邦康　所属部局等：環境科学研究科．開講セメスター： 1
セメスター．科目ナンバリング：ZFN-GEO101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  人間と自然の世界における地理的なパターンとプロセスの探求
　　  Exploring geographical patterns and processes in the physical and human worlds

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業では、地球上に広がる様々な自然環境と人間活動の諸相を概観し、地理学的視点について学ぶ。自然地理学と人文地理学は

それぞれ自然と人間を主な対象としつつ、空間的な視点や地図、地理情報技術の利活用といった共通の方法論を用いて、多様な自
然と人間の諸相、およびそれらの相互作用関係を明らかにする学問である。本授業では前半を人文地理学、後半を自然地理学とす
る。人文地理学では、都市の盛衰と地域格差、健康や犯罪の地域差、そして各種の地図利用について議論する。自然地理学では自
然環境の成り立ちやその価値の評価、管理方法、また自然災害への対策などについて議論する。

　　  This  course  provides  an  overview  of  various  aspects  of  the  natural  environment  and  human  activities  on  the  earth,  to  help 
students  learn about geographical perspective. Physical geography and human geography are disciplines that  focus on nature 
and human beings, respectively, and use common methodologies such as spatial perspectives, maps, and the use of geographic 
information technology to clarify the various natural and human phenomena and their interactions. The first half of this course 
is about human geography and the second half is about physical geography. In the human geography part, we will discuss the 
rise  and  fall  of  cities  and  regional  disparities,  regional  differences  in health  and  crime,  and various  types  of map use.  In  the 
physical geography part, we will discuss assessment and management of the value of the natural environment, and measures 
against natural disasters.
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インクルージョン社会
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：妙木　忍　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：ZFT-INS801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  ジェンダーの社会学
　　  Sociology of Gender

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業では、日本におけるジェンダー研究の展開と蓄積を学ぶとともに、ジェンダーの視点から日本社会を読み解くことを目的と

する。国際社会における日本の位置付けについても考察する。本授業では、家族、労働、教育、法、政治、観光、災害、福祉など、
身近な論点を取り上げながら考察を深めていく。さらに、東大祝辞（2019年）を読み解くことを通して、一人一人が生きやすい社
会になるためにはどうしたらよいかを考える。

　　  The purpose of this course is to give an overview of the development of research on gender in Japan.  It also aims to analyze 
Japanese  society  from  a  gender  perspective,  and  to  examine  Japan’s  position  in  the  international  community.    The  topics 
addressed will include family, labor, education, law, politics, tourism, disasters, and care work.  Furthermore, through a reading 
of  Chizuko Ueno’s  2019 Matriculation  Ceremony Congratulatory Address  at  the University  of Tokyo,  the  course will  help 
students explore how we can take independent action to create a society that is easy to live in and where everybody respects 
each other’s way of life.

学際科目
社会
インクルージョン社会

学際科目

インクルージョン社会
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系．担当教員：大隅　典子，他　所属部局等：男女共同参画推進センター．開講セメスター： 1 セメス
ター．科目ナンバリング：ZFT-INS801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  インクルージョン社会
　　  Inclusive Society

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業では、現代社会の性別、年齢、国籍・民族など多様性に起因する問題を紹介し、それら様々な分断を超えて包摂した公正な

社会を創造するための知見・認識を共有する。
　　  この授業は、オムニバス形式で行う。
　　  In order  to develop comprehensive awareness  for  coming co-creative and  fair human society, various contemporary  subjects 

related to diversities and disparities are discussed.
　　  Omnibus lectures.
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インクルージョン社会
金 1 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，理，保，歯，薬，工（ 6 ～12組）．担当教員：杉本　和弘　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：ZFT-INS801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  多文化共生社会へのアプローチを探る /Exploring an Approach to Intercultural Cohesion

2 ．授業の目的と概要：
　　  我が国における外国人労働者や留学生の受け入れをめぐる議論に象徴されるように、近年、グローバリゼーションに伴って国境を

越える人の移動が活発化し、各地で社会の多文化化―民族・文化・言語の多様化―が進行している。しかし、それは各社会に格差・
摩擦・紛争を生じさせ、「多文化共生」を切実で困難な課題として立ち上がらせています。この授業では、そうした21世紀が抱え
る課題について、関連の文献やメディアの読解・視聴、現場のフィールドワーク、外国人受け入れに関わる関係者との議論、受講
生同士のグループワークを通して理解を深めることを目的とします。また、そうした作業を通して、読む・書く・聴く・話すといっ
た基本的コミュニケーション力を磨きます。

　　  As the argument on the acceptance of foreign workers and international students in Japan shows, the mobility of people across 
national  borders  has  been  increasing  in  recent  years  due  to  globalization,  and  the multiculturalization  of  society,  the 
diversification of  ethnicity,  culture,  and  language  in various parts of  the world has been  in progress. However,  such changes 
cause disparities, frictions, and conflicts in many societies, and raise 'intercultural cohesion' as an urgent and difficult task. In this 
couse, we will deepen our understanding of the issues facing the 21st century through reading related literature and viewing 
videos,  conducting fieldwork  in  the field,  having a discussion with  stakeholders  involved  in  accepting  foreigners,  and doing a 
group work among students. Furthermore, through such work, students will improve their basic communication skills such as 
reading, writing, listening, and speaking.

インクルージョン社会
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：大隅　典子，他　所属部局等：男女共同
参画推進センター．開講セメスター： 2 セメスター．科目ナンバリング：ZFT-INS801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  インクルージョン社会
　　  Inclusive Society

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業では、現代社会の性別、年齢、国籍・民族など多様性に起因する問題を紹介し、それら様々な分断を超えて包摂した公正な

社会を創造するための知見・認識を共有する。
　　  この授業は、オムニバス形式で行う。
　　  In order  to develop comprehensive awareness  for  coming co-creative and  fair human society, various contemporary  subjects 

related to diversities and disparities are discussed.
　　  Omnibus lectures.
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エネルギーや資源と持続可能性
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：劉　庭秀　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：ZFT-ERS801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  持続可能性と資源循環
　　  Sustainablity and  Resources Recycling

2 ．授業の目的と概要：
　　  国内外における廃棄物発生と適正処理、資源循環の実態と課題を、最新の事例を通して各国の国民性、環境意識の違いなどを考慮

しながら考察してみる。また、越境環境問題と国際資源循環の矛盾について、事例に基づいて先進国と開発途上国の違い、廃棄物
処理方法とリサイクル技術の格差、環境政策有無が与える影響、持続可能な社会づくりの重要性などについて説明する。

　　  In this course, students will understand waste generation and proper disposal, actual situation and resources recycling issues in 
Japan and overseas, through current trend. And one of the aims of this course  is to consider the difference of environmental 
awareness and national character in waste management and recycling system.

　　  In  addition,  this  class will  set  up  several  topics.  These  are  explained  on  international  resource  recycling  and  cross-border 
environmental  issues, which are influenced by differences between advanced country and developing country, the disparity of 
disposal method and recycle technology, with or without environmental policy and an importance of a sustainable society.

エネルギー
エネルギーや資源と持続可能性

エネルギーや資源と持続可能性
木 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系．担当教員：新堀　雄一　所属部局等：工学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-ERS801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  エネルギーや資源と持続可能性
　　  Energy, Resource and Sustainability

2 ．授業の目的と概要：
　　  エネルギー資源の持続可能性を維持する上で科学技術が欠かせない。また、多様なエネルギーの中で、原子力を学ぶ機会は少ない。

そこで、本講義では、エネルギーの中で発電から放射線治療まで活用の広がる原子力に着目し、その科学技術との関係について整
理するとともに、現代社会におけるエネルギーと資源の位置づけ、そして現代社会の持続可能性についての理解を含めることを目
的とする。

　　  Science and technology are essential in maintaining the sustainability of energy resources. Among the various types of energy, 
there are few opportunities to  learn about nuclear energy. In this  lecture, we will  focus on nuclear energy, whose application 
ranges  from  power  generation  to  radiotherapy,  and we will  discuss  its  relationship with  science  and  technology  to  deepen 
understanding of the energy, resource, and sustainability of the present society.
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エネルギーや資源と持続可能性
金 1 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，理，保，歯，薬，工（ 6 ～12組）．担当教員：遊佐　訓孝　所属部局等：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：ZFT-ERS801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  エネルギーや資源と持続可能性
　　  Energy, resources, and sustainability

2 ．授業の目的と概要：
　　  エネルギー資源の持続可能性を維持する上で科学技術が欠かせない。また、多様なエネルギーの中で、原子力を学ぶ機会は少ない。

そこで、本講義では、エネルギーの中で発電から放射線治療まで活用の広がる原子力に着目し、その科学技術との関係について整
理するとともに、現代社会におけるエネルギーと資源の位置づけ、そして現代社会の持続可能性についての理解を含めることを目
的とする。

　　  Science and technology are essential in maintaining the sustainability of energy resources. Among the various types of energy, 
there are few opportunities to  learn about nuclear energy. In this  lecture, we will  focus on nuclear energy, whose application 
ranges  from  power  generation  to  radiotherapy,  and we will  discuss  its  relationship with  science  and  technology  to  deepen 
understanding of the energy, resource, and sustainability of the present society.

エネルギーや資源と持続可能性
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：上髙原　理暢、他　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：ZFT-ERS801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  エネルギーや資源と持続可能性 /Energy, resources and sustainability

2 ．授業の目的と概要：
　　  エネルギー問題や資源問題など、人間社会の持続可能性に関わる諸課題について、学際的な観点から基礎的な知識を習得すること

を目的とする。本学環境科学研究科の教員が中心となり、輪講形式で最新の話題提供を行う。
　　  The purpose of  this  subject  is  to acquire basic knowledge about various  issues related with  the social  sustainability,  such as 

energy and resources. Faculty members of graduate school of environmental studies give lectures including the latest topics in 
omnibus style.
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生命
生命と自然

生命と自然
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系．担当教員：藤本　敏彦　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-LNA801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  身体運動のしくみ（基礎機能解剖学）/System of basic human movement.

2 ．授業の目的と概要：
　　  授業の形態（行い方）についてはコロナ対策に基づき判断します。第 1 回目の授業（ 4 月12日）はオンディマンドで行いますので、

その時に授業の形態についてお知らせいたします。また受講者が多数になり抽選が行われた場合は 2 回目からの参加はできません。
抽選は Google classroom で行います。 4 月15日（金）までに登録してください。 4 月18日（月）に当選者を発表します。

　　  この授業の目的は身体を動かす基本的な仕組みを学ぶことです。ヒトは思考を具現化するとき、常に身体を動かす必要があります。
私たちはこの身体の動きを「運動」と呼び、「思考」と同様に、有意義で健康的な人生を送る上で最も重要な要素になります。し
たがって身体を動かす能力が高い人はそれだけ思考を実現させる可能性が高くなります。身体を鍛えることはこの運動機能を高め
ることにほかなりません。またたとえ加齢や怪我、病気で運動の機能が低下しても、その低下の度合いを減らすことで行動力を維
持することは可能です。生涯にわたり運動の機能を維持するためには、まず身体を動かす仕組みを知り、その知識を日々のトレー
ニングや時には治療に反映させることが重要になります。話は変わりますが、身体運動のしくみはヒトの機能を補助する機器やロ
ボットの開発などにも必要な知識です。この授業では基本的な脳による身体運動の制御方法と神経の機能、個々の筋肉の作用およ
びトレーニング法について解説を行います。/A purpose  of  this  class  is  to  learn  a  system  of  basic  human movement.  In  this 
class, students learn the brain function about body control, function of the nerve, action of individual muscles and those training 
method.

エネルギーや資源と持続可能性
金 1 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，理，保，歯，薬，工（ 6 ～12組）．担当教員：上髙原　理暢、他　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：ZFT-ERS801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  エネルギーや資源と持続可能性 /Energy, resources and sustainability

2 ．授業の目的と概要：
　　  エネルギー問題や資源問題など、人間社会の持続可能性に関わる諸課題について、学際的な観点から基礎的な知識を習得すること

を目的とする。本学環境科学研究科の教員が中心となり、輪講形式で最新の話題提供を行う。
　　  The purpose of  this  subject  is  to acquire basic knowledge about various  issues related with  the social  sustainability,  such as 

energy and resources. Faculty members of graduate school of environmental studies give lectures including the latest topics in 
omnibus style.
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生命と自然
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：国際学士コース（＊）．担当教員：渡邉　由美子　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：ZFT-LNA801E．使用言語：英語．

1 ．授業題目：
　　  Life and Nature: Dynamics of the Earth-The evolution of the universe, the earth, and life

2 ．授業の目的と概要：
　　  This course aims to provide an overview of the natural processes that occurred over 13.7 billion years. Many classes would be 

taught  by  instructors  from  School  of  Science. An  important  ambition  is  to  help  students  in  various  fields  appreciate  the 
importance, interdependence and connections between physical, chemical, biological, and social sciences. The course will provide 
a broad perspective about the fantastic growth in complexity in the universe and on the earth throughout their history.

　　  Students will explore the origin of our universe, of stars and our own solar system, and our home planet. This will be followed 
by dynamics of the earth, an overview of the origin of life on the earth and the intricate connectivity between living organisms 
and our planet, leading to massive diversification and evolution. This course will motivate the students to think about the larger 
issues  and  challenges  in  science  and  technology.  The  course will  also  highlight  our  current  knowledge  based  on  scientific 
evidence, introduce how scientific ideas evolve and address some of the remaining big and unsolved questions.

生命と自然
木 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系．担当教員：佐藤　修正、植田　美那子、倉永　英里奈、田村　宏治、近藤　倫生、彦坂　幸毅、熊
野　岳　所属部局等：生命科学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFT-LNA801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  生命と自然 /Life and nature

2 ．授業の目的と概要：
　　  生命科学の幅広い研究分野に関する基礎知識と関連する研究事例を紹介することにより、生命科学の基本的な概念や原理について

の理解を深め、自然現象への探究心を育成することを目的とする。本講義は生命科学研究科の複数教員がオムニバス形式で実施
する。

　　  This course aims to deepen understanding of the basic principles and laws related to life sciences and to foster an inquisitive 
mind toward natural phenomena by introducing the basic knowledge and research topics in a wide variety of research fields in 
life sciences. This course is an omnibus lecture series by faculty members of the Graduate School of Life Sciences.
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生命と自然
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：田嶋　玄一　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：ZFT-LNA801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  分子と遺伝子からみた生命と社会

2 ．授業の目的と概要：
　　  次々と誕生する新しい科学技術は私達の社会と生活にさまざまな影響を与えている．しかし，私たちの社会は必ずしも新しい科学

技術を「正しく」受容できるとは限らず，ときには軋轢を生じることも少なくない．
　　  この授業では，社会的に問題となっているライフサイエンス関係の二つのトピックス（抗酸化サプリメント，遺伝子組換え食品）

を取り上げ，それを理解するために必要な基礎的な生命科学の知識を学び，さらにそれらが社会と生活にどのように影響している
かを見た上で，これらの問題を科学的に考察する方法を学ぶ．

生命と自然
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：永富　良一　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：ZFT-LNA801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  スポーツとライフサイエンス

2 ．授業の目的と概要：
　　  身体能力・知的能力を駆使する競技スポーツにおいては、身体の極限の適応が追求されます。近年のライフサイエンスの進歩によ

り、競技能力獲得や身体適応の生物学的なメカニズムの理解がすこしずつ進むようになってきました。メカニズムの理解が進めば、
単に競技能力の向上だけではなく、生活のいろいろな場面、例えば病気やケガの予防や、体調管理などさまざまな場面での応用が
可能となります。一方、世の中には、身体に関するさまざまな情報が満ちあふれています。根拠が明確ではないものや前提となる
条件がずれたまま拡大解釈がまかり通っているようなこともあります。この授業では皆さんにとって身近なスポーツを実行する体
を科学的な立ち場で探求するための考え方やアプローチについて理解してもらうことを目的とします。
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自然と環境
火 2 ・木 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系．担当教員：青木　俊明　所属部局等：国際文化研究科．開講セメスター： 1 年次第 1 クォー
ター．科目ナンバリング：ZFT-NEN801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  環境問題考　Discussions on environmental issues

2 ．授業の目的と概要：
　　  本講義では，環境問題の基本用語や構図について概説する。講義では、代表的な環境問題である、「地球温暖化問題」、「エネルギー

問題」、「都市開発問題」を取りあげ、その背景や問題の構造について論じる。また、講義では、積極的に集団討議を取り入れる。
これらを通じて，環境問題について，自らの言葉で対処策を語れるようになることを目指す。

　　  This course provides an overview of the discussions on environmental issues and helps students to learn about technical terms 
and  problem  structure  related  to  environmental  issues,  focusing  on  "global warming  issue",  "Energy  issue",  and  "City 
development issue" In this course, students need to work for group discussion. Through lectures and the group discussions, this 
course is designed to improve students' ability to tell pros and cons about environmental policy with their own words.

環境
自然と環境

自然と環境
火 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系．担当教員：村上　太一、他　所属部局等：環境科学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-NEN801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  自然と環境 / Nature and Environment

2 ．授業の目的と概要：
　　  自然環境の変容と保全について、経済システム、環境汚染、地球温暖化などの観点から基礎的な知識を習得することを目的とする。

本学環境科学研究科の教員が中心となり，輪講形式での最新の話題提供を行う。
　　  The  purpose  of  this  subject  is  to  acquire  basic  knowledge  about  various  environmental  issues  from  viewpoint  of  economic 

system, environmental pollution, global warming, and so on. Faculty members of graduate school of environmental studies give 
lectures including the latest topics in omnibus style.
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自然と環境
水 1 ・金 1 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，理，保，歯，工，農．担当教員：大窪　和明　所属部局等：国際文化研究科．
開講セメスター： 1 年次第 4 クォーター．科目ナンバリング：ZFT-NEN801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  環境問題入門 / Introduction to Environmental Problems

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業では，環境問題の中でも地球温暖化問題，ごみ問題，国連による持続可能な開発目標（Sustainable Development 

Goals:SDGs）について概説し，日々の生活と環境との関わりを理解することを目的とする．また，持続可能な開発に関連の深い意
思決定の一つとして，異時点間における意思決定を紹介し，持続可能な開発のための取り組みに関する理解を深めることを目的と
する．

　　  The course offers an  introduction  to global warming, waste management, and the Sustainable Development Goals（SDGs）to 
understand  the  relationship  between  daily  life  and  the  environment.  This  course  also  offers  an  outline  of  the  intertemporal 
choice to deepen the understanding of efforts for sustainable development.

自然と環境
金 1 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，理，保，歯，薬，工（ 6 ～12組）．担当教員：井元　智子　所属部局等：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：ZFT-NEN801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  社会と自然環境

2 ．授業の目的と概要：
　　  自然環境の状態が変動している主な要因は人の活動である。本講義では、人の活動から成り立つ社会と自然環境の関係について、

身近なトピックス（食、動物、リスク、土地利用等）を題材に考察を行う。
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情報と人間・社会
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：和田　裕一、他　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：ZFT-IST801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  初歩からのデータサイエンス
　　  Data Science For Beginners

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業は初学者を対象とし、データサイエンスの基本知識とスキルの習得を目的とする。授業は、データサイエンスに必要な統計

分析の基礎知識に関する講義と、python を用いた機械学習を体験する実習形式で行う。
　　  The purpose of this class is to acquire basic knowledge and skills in data science for beginners. The class will consist of lectures 

on basic knowledge of statistical analysis required for data science and hands-on practice of machine learning using python.

情報
情報と人間・社会

情報と人間・社会
木 2 　（ 2 単位）．対象学部：文系．担当教員：佐藤　正弘　所属部局等：国際文化研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-IST801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  ネットワーク科学概論 Introduction to Network Science

2 ．授業の目的と概要：
　　  ネットワーク科学は、広範な社会現象・自然現象に観測されるネットワークを対象にした学際的な学問領域である。ネットワーク

には、コミュニティにおける人間関係のネットワーク、企業間関係などの経済ネットワーク、交通網や電力網などのインフラの
ネットワーク、インターネット、食物連鎖、代謝ネットワーク、神経回路網などの生物学的ネットワークが含まれる。本授業では、
ネットワーク科学を構成する基礎的な理論について学ぶ。

　　  Network science is an interdisciplinary field that analyzes networks observed in a broad range of social and natural phenomena. 
They include human-relation networks in communities, economic networks such as BtoB relationships, infrastructure networks 
such as traffic and power grids, internet, biological networks such as food chains, metabolic networks, and neural networks. This 
course offers the basic theories of network science.
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情報と人間・社会
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：山内　保典　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：ZFT-IST801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  あなたの選択：事例で考える学びと研究における倫理
　　  Academic Integrity

2 ．授業の目的と概要：
　　  知を生み出したり、活用したりする際に、どのような作法に従い、何を考慮すべきなのかについて理解することは、知識基盤型社

会においては、研究職に限らず、様々な場で活躍する上で必要です。同時に、新しい知は次々に生まれており、その中で生じる問
題に対処するためには、その作法自体も更新していくことが求められます。

　　  現在、研究倫理に関する有用な指針は多くあるものの、個々の具体的な場面では、何が正しい行為なのかを判断することや、望ま
しい行為を実行することが難しいこともあります。その一方で、大学生活の中で、皆さんはこのような悩ましい問題に取り組み、
作法を知るだけでなく、実践できるようになることが期待されています。

　　  そこでこの授業では、皆さんが実際に学びや研究活動の中で直面しそうなジレンマが存在する事例を題材に、複数の行動の選択肢
がそれぞれどのような価値を重視しているのか、その中で一般的にはどのような行為が推奨されるのか、その望ましい行為を妨げ
ている原因や状況は何か、どうしたらその原因を取り除いたり、回避したりできるのかについて考えていきます。そして、より良
い学習や研究を促す環境づくりに向けた、アイデアを出していただきます。

　　  In this class, you will discuss academic integrity using examples of dilemmas that you may face in your learning and research 
activities. You will propose ideas for creating a good learning and research environment.

情報と人間・社会
水 1 　（ 2 単位）．対象学部：文，教，医，保，歯，工（ 1 ～ 5 、13～16組），農．担当教員：中村　教博、芳賀　満、石田　章純　
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：ZFT-IST801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  ビッグヒストリーで紡ぐ社会と自然科学 /Big History: connecting natural science to society

2 ．授業の目的と概要：
　　  目的：宇宙創生・地球誕生から現代社会に至る138億年の歴史を "Big History  Project" を参考に概観する。また、既存の常識を打

ち破りながら科学者が歴史を紡いできたことを学び、皆さんも常識を打ち破るアイディアを見出す素養を養う。さらに、自然科学
や人文科学の歴史観から、社会問題を捉え直す。特に二酸化炭素と気候、人類の歴史観を通して、未来の社会と自然科学の関係を
考える。この科目は文理融合である。

　　  概要：社会や宇宙、地球は穏やかに変化するものであって、常識から極端に外れるような変化は非現実的で起きないと信じていた。
しかし、リーマンショックや東日本大震災など、我々はこれまでの常識では計り知れないほど複雑で、非現実的な変化が起きるこ
とを知った。現代社会は、社会的に何かしらの転換期を迎えているのかもしれない。これまでの常識を踏まえつつも、それを突き
破って新しい概念で事象に当たらなければ、現代社会に潜む様々な問題を解決してゆけないかもしれない。この授業では、宇宙創
生・地球誕生から現代社会に至る138億年の歴史のうち、いくつかの出来事（原本にある 8 つの出来事とは少し異なる）を取り上
げて、歴史がどのように科学的に編まれたのかを概観する。また、自然科学者や人文社会科学者が積極的に異分野の知識を吸収し、
丹念に証拠を集めて試行錯誤し、パラダイム・規範的考えを変換しながら、宇宙創生・地球誕生から現代社会に至る138億年の歴
史をどのように科学的に紡いできたのかを学ぶ。

　　  授業内容を実感するために、屋外での作業や簡単な実験、工作、グループ議論などを取り入れているので、通常の座学とは少し異
なっている。

　　  History consists not only of historical documents, such as ancient Chinese literature but of many lines of prehistorical scientific 
evidence.  This  course,  called  "Big History"  provides  a  historical  overview  from  the  Big  Bang,  13.8  billion  years  ago,  to  the 
present, and also highlights scientific evidence from various disciplines to construct Big History. We are now facing a complex 
and unpredictable phase in our society's evolution. To get a panoramic vision for the future, we can learn a lot from our history 
from the Big Bang to the present.
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融合型理科実験
自然科学総合実験

自然科学総合実験
火 3 ・火 4 　（ 2 単位）．対象学部：工（ 1 ～ 5 、15組）．担当教員：中村　教博、田嶋　玄一、他　所属部局等：高度教養教育・学生
支援機構．開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFT-ISE101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  自然科学総合実験

2 ．授業の目的と概要：
　　  自然科学は、人類が求めている真理の探究を科学的に行い、得られた英知を様々な分野に還元・応用し、人類に貢献する。この自

然科学の探究プロセスにおいては、解決すべき課題に気づき、それに解答を与えるための仮説の提起が必要であるが、この仮説を
検証したり、あるいは反証するために「実験」が重要な役割を果たす。またこの一連のプロセスおよびその結果と意義（意味）を
まとめて著し、公表することによって新たな知の財産とすることができる。

　　  自然科学総合実験（物理・化学・生物・地学の基礎事項を含む融合型実験）では、学生一人一人が自ら実験や観察を行って自然の
法則やしくみを理解するとともに、それを「自分の言葉でまとめる」ことを学ぶ。これにより自然科学の学習や研究に向けての取
り組み姿勢を確立する。

　　  This course is intended to aid students in thinking logically and understanding fundamental concepts of natural phenomena.

情報と人間・社会
金 1 　（ 2 単位）．対象学部：法，経，理，保，歯，薬，工（ 6 ～12組）．担当教員：堀田　龍也、他　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：ZFT-IST801J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  高度メディア社会論

2 ．授業の目的と概要：
　　  メディアは私たちの生活や文化に大きな影響を及ぼしている。さらにメディアは，近年の情報技術の著しい発展によって技術的に

大きな変化を遂げている。
　　  この授業では，メディア論に関する基本的な知識を講義した上で，情報技術の発展によってメディア社会がどのように影響を受け

ているかについて，社会・文化・教育などの側面から検討することを目的とする。
　　  この授業は，大学院情報科学研究科人間社会情報科学専攻メディア情報学講座の教員 4 名によって分担して実施する。
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自然科学総合実験
金 3 ・金 4 　（ 2 単位）．対象学部：工（ 6 ～10、16組）．担当教員：中村　教博、田嶋　玄一、他　所属部局等：高度教養教育・学生
支援機構．開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFT-ISE101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  自然科学総合実験

2 ．授業の目的と概要：
　　  自然科学は、人類が求めている真理の探究を科学的に行い、得られた英知を様々な分野に還元・応用し、人類に貢献する。この自

然科学の探究プロセスにおいては、解決すべき課題に気づき、それに解答を与えるための仮説の提起が必要であるが、この仮説を
検証したり、あるいは反証するために「実験」が重要な役割を果たす。またこの一連のプロセスおよびその結果と意義（意味）を
まとめて著し、公表することによって新たな知の財産とすることができる。

　　  自然科学総合実験（物理・化学・生物・地学の基礎事項を含む融合型実験）では、学生一人一人が自ら実験や観察を行って自然の
法則やしくみを理解するとともに、それを「自分の言葉でまとめる」ことを学ぶ。これにより自然科学の学習や研究に向けての取
り組み姿勢を確立する。

　　  This course is intended to aid students in thinking logically and understanding fundamental concepts of natural phenomena.

自然科学総合実験
木 3 ・木 4 　（ 2 単位）．対象学部：医，保（放），歯．担当教員：中村　教博、田嶋　玄一、他　所属部局等：高度教養教育・学生支
援機構．開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFT-ISE101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  自然科学総合実験

2 ．授業の目的と概要：
　　  自然科学は、人類が求めている真理の探究を科学的に行い、得られた英知を様々な分野に還元・応用し、人類に貢献する。この自

然科学の探究プロセスにおいては、解決すべき課題に気づき、それに解答を与えるための仮説の提起が必要であるが、この仮説を
検証したり、あるいは反証するために「実験」が重要な役割を果たす。またこの一連のプロセスおよびその結果と意義（意味）を
まとめて著し、公表することによって新たな知の財産とすることができる。

　　  自然科学総合実験（物理・化学・生物・地学の基礎事項を含む融合型実験）では、学生一人一人が自ら実験や観察を行って自然の
法則やしくみを理解するとともに、それを「自分の言葉でまとめる」ことを学ぶ。これにより自然科学の学習や研究に向けての取
り組み姿勢を確立する。

　　  This course is intended to aid students in thinking logically and understanding fundamental concepts of natural phenomena.



─ 67 ─

自然科学総合実験
木 3 ・木 4 　（ 2 単位）．対象学部：保（看），薬，農．担当教員：中村　教博、田嶋　玄一、他　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：ZFT-ISE101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  自然科学総合実験

2 ．授業の目的と概要：
　　  自然科学は、人類が求めている真理の探究を科学的に行い、得られた英知を様々な分野に還元・応用し、人類に貢献する。この自

然科学の探究プロセスにおいては、解決すべき課題に気づき、それに解答を与えるための仮説の提起が必要であるが、この仮説を
検証したり、あるいは反証するために「実験」が重要な役割を果たす。またこの一連のプロセスおよびその結果と意義（意味）を
まとめて著し、公表することによって新たな知の財産とすることができる。

　　  自然科学総合実験（物理・化学・生物・地学の基礎事項を含む融合型実験）では、学生一人一人が自ら実験や観察を行って自然の
法則やしくみを理解するとともに、それを「自分の言葉でまとめる」ことを学ぶ。これにより自然科学の学習や研究に向けての取
り組み姿勢を確立する。

　　  This course is intended to aid students in thinking logically and understanding fundamental concepts of natural phenomena.

自然科学総合実験
火 3 ・火 4 　（ 2 単位）．対象学部：理．担当教員：中村　教博、田嶋　玄一、他　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：ZFT-ISE101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  自然科学総合実験

2 ．授業の目的と概要：
　　  自然科学は、人類が求めている真理の探究を科学的に行い、得られた英知を様々な分野に還元・応用し、人類に貢献する。この自

然科学の探究プロセスにおいては、解決すべき課題に気づき、それに解答を与えるための仮説の提起が必要であるが、この仮説を
検証したり、あるいは反証するために「実験」が重要な役割を果たす。またこの一連のプロセスおよびその結果と意義（意味）を
まとめて著し、公表することによって新たな知の財産とすることができる。

　　  自然科学総合実験（物理・化学・生物・地学の基礎事項を含む融合型実験）では、学生一人一人が自ら実験や観察を行って自然の
法則やしくみを理解するとともに、それを「自分の言葉でまとめる」ことを学ぶ。これにより自然科学の学習や研究に向けての取
り組み姿勢を確立する。

　　  This course is intended to aid students in thinking logically and understanding fundamental concepts of natural phenomena.
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文科系のための自然科学総合実験

文科系のための自然科学総合実験
火 4 ・火 5 　（ 2 単位）．対象学部：文系．担当教員：田嶋　玄一，冨田　知志，他　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．
開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFT-ISE102J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  文科系のための自然科学総合実験

2 ．授業の目的と概要：
　　  現代社会は，自然科学の成果のもとに営まれている．自然科学を基盤としたさまざまな技術が私たちの社会と生活を支えている一

方，環境汚染や薬害などの負の影響をももたらしてきた．したがって，人文社会科学にとっても，科学技術の成果を享受するだけ
ではなく，自然のしくみを学び，自然科学について理解することは，現代と未来の人間や社会のより深い理解と構想に繋がるであ
ろう．

　　  人文社会諸学の方法論はさまざまであるが，自然科学には実験によって検証を行うという大きな共通性がある．科学的知識は講義
や書物によって学ぶことができるが，実験は実際に手を動かすことによってしか学べない．この科目では，現代社会に関係する 5
つのテーマについて，観察や実験を行うことで自然のしくみについて体験的に学習する．

自然科学総合実験
金 3 ・金 4 　（ 2 単位）．対象学部：工（11～14組）．担当教員：中村　教博、田嶋　玄一、他　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：ZFT-ISE101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  自然科学総合実験

2 ．授業の目的と概要：
　　  自然科学は、人類が求めている真理の探究を科学的に行い、得られた英知を様々な分野に還元・応用し、人類に貢献する。この自

然科学の探究プロセスにおいては、解決すべき課題に気づき、それに解答を与えるための仮説の提起が必要であるが、この仮説を
検証したり、あるいは反証するために「実験」が重要な役割を果たす。またこの一連のプロセスおよびその結果と意義（意味）を
まとめて著し、公表することによって新たな知の財産とすることができる。

　　  自然科学総合実験（物理・化学・生物・地学の基礎事項を含む融合型実験）では、学生一人一人が自ら実験や観察を行って自然の
法則やしくみを理解するとともに、それを「自分の言葉でまとめる」ことを学ぶ。これにより自然科学の学習や研究に向けての取
り組み姿勢を確立する。

　　  This course is intended to aid students in thinking logically and understanding fundamental concepts of natural phenomena.
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スポーツA
火 1 　（ 1 単位）．対象学部：理．担当教員：藤本　敏彦　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  ソフトボールで学ぶチームマネージメント　Softball “Team management” and Second part is Coaching“

2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業は対面で行いますが、コロナの影響によりオンディマンド型の授業に変更になる場合があります。
　　  この授業の目的は「知識を経験に、経験を知識に変える」ことです。またこの授業で学習する知識はコミュニケーション能力、リー

ダーシップ、傾聴力、説明力、関係構築力です。またこの授業で養われる行動力はグループ活動力、学習成果確認、挑戦です。
　　  具体的にはチームマネジメントについて学ぶことをねらいとして授業を進めます。集団の生産性を高めるために，メンバーとして

チームにどのように関わればよいか学ぶことを目標とします。またチームマネジメントに関する知識を活かして，チームごとに
リーグ戦で競争する中で，コーチングについて学ぶことをねらいとします。

　　  In this year, we hold softball class on the Google class room. Student watch the movie on Google class room, and submit a report 
every week.

　　  The aim of “Sports A: Softball class is constructed of two part. First part is “Team management” and Second part is Coaching
“. Goal of first part is to lean the team management that is how to relation with team member using softball game.

保健体育（実技）
スポーツA

スポーツ A
火 1 　（ 1 単位）．対象学部：理．担当教員：玉川　明朗　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  スポーツの科学（バドミントン）

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業では多くの人にリクリエーションスポーツとして広く親しまれているバドミントンを教材として身体活動の重要性や適切な

運動について，また，対人型スポーツの実践を通して，自己の意志表現の重要性，対人関係の取り方やコミュニケーションの重要
性等を体感し，積極性や協調性を養うことを目指しています。本授業では体力の高い人も低い人も，技術的に高い水準の人も初心
者に対しても，同じ内容で授業を遂行していきます。いろいろな人とシャトルを打ち合いながら，ラリーを楽しむ為に必要なこと
が何であるのかを，単に技術的側面からだけでなく社会的側面からも学習してもらいたいと思います。この授業を通じて，スポー
ツ活動をエンジョイする素養，運動・スポーツを日常生活の中で自信を持って実践する素養を身につけることを目的に授業を行っ
ていきます。バドミントンで使うシャトルコック。シャトルという意味は「行ったり来たり」という意味があります。『打ったシャ
トルを相手の人が打ち返してくる，それをまたうち返す』。まさにコミュニケーションの実践です。初心者の人も自信を持って失
敗しても大丈夫な授業です。
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スポーツA
火 2 　（ 1 単位）．対象学部：保．担当教員：玉川　明朗　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  スポーツの科学（バドミントン）

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業では多くの人にリクリエーションスポーツとして広く親しまれているバドミントンを教材として身体活動の重要性や適切な

運動について，また，対人型スポーツの実践を通して，自己の意志表現の重要性，対人関係の取り方やコミュニケーションの重要
性等を体感し，積極性や協調性を養うことを目指しています。本授業では体力の高い人も低い人も，技術的に高い水準の人も初心
者に対しても，同じ内容で授業を遂行していきます。いろいろな人とシャトルを打ち合いながら，ラリーを楽しむ為に必要なこと
が何であるのかを，単に技術的側面からだけでなく社会的側面からも学習してもらいたいと思います。この授業を通じて，スポー
ツ活動をエンジョイする素養，運動・スポーツを日常生活の中で自信を持って実践する素養を身につけることを目的に授業を行っ
ていきます。バドミントンで使うシャトルコック。シャトルという意味は「行ったり来たり」という意味があります。『打ったシャ
トルを相手の人が打ち返してくる，それをまたうち返す』。まさにコミュニケーションの実践です。初心者の人も自信を持って失
敗しても大丈夫な授業です。

スポーツA
火 1 　（ 1 単位）．対象学部：理．担当教員：甲斐　健人　所属部局等：教育学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  卓球　Table Tennis

2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業では、卓球の特徴（ 1 ．戦術によってある程度の体力差をカバーすることができるため、性別や体力差を越えて一緒にゲー

ムを楽しむことが比較的容易である。2 ．初心者から、経験者までそれぞれにゲームを手軽に楽しむことができるため、自分に合っ
たゲームを楽しみながら体力を高めることに向いている。）を生かして、競技特性および戦術の理解を目指す。その中で、多様な
競技レベルの受講生が協力し合いながら各々のレベルに応じた卓球を楽しむ能力の向上を図る。

　　  In this class, the characteristics of table tennis（1. Since it is possible to cover a certain amount of physical strength difference 
by tactics, it is relatively easy to enjoy the game together regardless of gender and physical strength difference. 2. Experience 
from beginners Since each person can easily enjoy the game,  it  is suitable for improving physical strength while enjoying the 
game  that  suits  them.）, Aiming  to understand  the characteristics of  the game and  tactics. Among  them,  students of various 
competition levels will cooperate with each other to improve their ability to enjoy table tennis according to each level.
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スポーツA
火 2 　（ 1 単位）．対象学部：保．担当教員：佐藤　明　所属部局等：．開講セメスター： 1 セメスター．科目ナンバリング：ZFT-
HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  弓道（射と礼の技法） 

2 ．授業の目的と概要：
　　  対面授業を行う。新型コロナ感染状況等により、オンライン授業と併用する場合がある。
　　  オンライン授業に移行した場合は、Google  Classroom において資料配布方式にて行う。授業内容は対面授業の内容を資料化した

ものとする。
　　  弓道は初学者が多いので、弓矢の扱い方、引き方、狙い方、離し方などを基本から学んでいく。弓道の技 法が身体の機能や物の

機能の深い理解に基づいて組み立てられていることを学び、矢を的中させる技を体得するとともに合理的かつ美的な姿勢や身のこ
なし方を身につける。

スポーツA
火 2 　（ 1 単位）．対象学部：保．担当教員：甲斐　健人　所属部局等：教育学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  卓球　Table Tennis

2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業では、卓球の特徴（ 1 ．戦術によってある程度の体力差をカバーすることができるため、性別や体力差を越えて一緒にゲー

ムを楽しむことが比較的容易である。2 ．初心者から、経験者までそれぞれにゲームを手軽に楽しむことができるため、自分に合っ
たゲームを楽しみながら体力を高めることに向いている。）を生かして、競技特性および戦術の理解を目指す。その中で、多様な
競技レベルの受講生が協力し合いながら各々のレベルに応じた卓球を楽しむ能力の向上を図る。

　　  In this class, the characteristics of table tennis（1. Since it is possible to cover a certain amount of physical strength difference 
by tactics, it is relatively easy to enjoy the game together regardless of gender and physical strength difference. 2. Experience 
from beginners Since each person can easily enjoy the game,  it  is suitable for improving physical strength while enjoying the 
game  that  suits  them.）, Aiming  to understand  the characteristics of  the game and  tactics. Among  them,  students of various 
competition levels will cooperate with each other to improve their ability to enjoy table tennis according to each level.
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スポーツA
水 2 　（ 1 単位）．対象学部：医，歯，薬．担当教員：門間　陽樹　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  ソフトボール
　　  Softball

2 ．授業の目的と概要：
　　  【目的】
　　  「投げる」・「打つ」・「走る」といったソフトボールの基本技術の習得を目指し、キャッチボールをはじめとする練習やゲームを通

じてソフトボールのおもしろさを経験する。
　　  【概要】
　　  ソフトボールは個人の「役割」と「責任」が非常に大きいスポーツである。ボールが飛んできたら、責任を持って対応しなければ

ならない一方で、他の人はカバーやフォローをしなくてはならない。また、打席には一人で立たなくてはならない。練習やゲーム
を通して、「うまくなる」ことを目指し、積極的にボールを打って、追って、投げてもらう。

　　  シラバス作成時は、対面授業を実施することを想定しているが、仮に感染拡大が生じ、対面授業を断念せざるを得ない場合は、
Google Classroom による課題提供を行う。

　　  --------
　　  This  class  aims  to  acquire  basic  skills（fielding,  batting,  and  running）and  rules  of  softball,  and, most  importantly,  to  enjoy 

playing softball regardless of one's skills.
　　  If we  cannot  practice  in  the Kawauchi Baseball  field  to  prevent COVID-19  infection,  the  contents  of  this  class  are  provided 

online. Students have to access assignments, practice them, and submit reports through Google Classroom.

スポーツA
水 2 　（ 1 単位）．対象学部：医，歯，薬．担当教員：玉川　明朗　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  スポーツの科学（バドミントン）

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業では多くの人にリクリエーションスポーツとして広く親しまれているバドミントンを教材として身体活動の重要性や適切な

運動について，また，対人型スポーツの実践を通して，自己の意志表現の重要性，対人関係の取り方やコミュニケーションの重要
性等を体感し，積極性や協調性を養うことを目指しています。本授業では体力の高い人も低い人も，技術的に高い水準の人も初心
者に対しても，同じ内容で授業を遂行していきます。いろいろな人とシャトルを打ち合いながら，ラリーを楽しむ為に必要なこと
が何であるのかを，単に技術的側面からだけでなく社会的側面からも学習してもらいたいと思います。この授業を通じて，スポー
ツ活動をエンジョイする素養，運動・スポーツを日常生活の中で自信を持って実践する素養を身につけることを目的に授業を行っ
ていきます。バドミントンで使うシャトルコック。シャトルという意味は「行ったり来たり」という意味があります。『打ったシャ
トルを相手の人が打ち返してくる，それをまたうち返す』。まさにコミュニケーションの実践です。初心者の人も自信を持って失
敗しても大丈夫な授業です。
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スポーツA
水 2 　（ 1 単位）．対象学部：医，歯，薬．担当教員：藤本　敏彦　所属部局等：高度教養教育・学生支援機構．開講セメスター： 1 セ
メスター．科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  卓球 /Table tennis

2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業は対面で行いますがコロナの影響によりオンディマンドに変更になる場合があります。
　　  この授業の主たる目的はコミュニケーション能力の獲得である。卓球を教材として新しく出会った仲間と人間関係を築く方法（人

間関係マネージメント・コーチング技術）を学習する。またお互いに教え合うことで説明する能力や聞く能力を養うことを目的と
する。

　　  そのことが大学生活において必要な健康や体力の保持・増進のための基礎的知識や身体的教養になることを理解する．副次的な目
的として体力と健康の維持に関する知識を習得することも目的とする。　The  aim  of “Sports A:Table  tennis”  is  to  learn  the 
knowledge of physical fitness,  and  to get  the ability which  is  to  increase  the physical  strength,  communication skill  and self-
efficacy.

スポーツA
水 2 　（ 1 単位）．対象学部：医，歯，薬．担当教員：永富　良一　所属部局等：医工学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  サッカー/Soccer（Associated football）

2 ．授業の目的と概要：
　　  世界でもっとも競技人口の多いサッカーの面白さには様々な側面がある。ボールをコントロールするために手以外の体を合理的に

使う面白さ、コンタクトスポーツとしての力のぶつかりあい、戦術ゲームとしての面白さ、そして個々の力を結集してチームとし
て目的を達成するチームワークはまさにサッカーの醍醐味である。どのようなスポーツでも同様であるが、経験などにより個々の
技術には差がある。しかし技術レベルに関わらず、どのメンバーも自分の技術に応じて果たせる役割を知りお互いの役割を理解し、
信頼し、実践すればチームとしての力を発揮することができる。このようなサッカーのチームスポーツとしての面白さを理解して、
サッカーに限らず仲間と信頼しあって協働するチームワークを大事にすることによるスポーツの価値を理解する。

　　  Soccer is the most popular sports in the world. Soccer has attracted many people because of its demand on fitness and skills, 
tactical  thinking,  and  communication  and  trust  among  the  team members. Depending  on  one’s experience  in playing  soccer, 
technical skill may largely differ, and one might feel  inferior or alienated when they have less experience.  Once you find out 
your role in the team, however, you will find a totally different world of soccer, in which you find confidence and effectiveness in 
the team. The sense of effectiveness and efficacy in the team will not be accomplished alone, but sharing ideas and roles, and 
most importantly trusting each other among the team members is essential.  The role plays in this soccer class will definitely 
give you a value! Why don’t you enjoy playing soccer with us.
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スポーツA
水 2 　（ 1 単位）．対象学部：医，歯，薬．担当教員：坂本　譲　所属部局等：東北学院大学．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  フィットネス
　　  Fitness

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業では健康の維持・増進を目的としたトレーニングを行います。
　　  有酸素トレーニングや筋力トレーニング、軽スポーツなどの様々な身体活動やトレーニングを実践することで、体力づくりの方法

を学習するとともに、生涯を通して運動・スポーツを続けるきっかけづくりをします。授業では各々の体力レベルに応じたトレー
ニングプログラムを作成し、無理のない内容で実施します。

　　  -------
　　  In this class, we will provide training aimed at maintaining and improving health.
　　  By practicing various physical activities and training such as aerobic training, strength training, and recreational sports, you will 

learn how to build physical fitness and create an opportunity to continue exercising and sports throughout your life. In class, we 
will create a training program according to each physical fitness level and implement it with reasonable content.

スポーツA
水 2 　（ 1 単位）．対象学部：医，歯，薬．担当教員：鷲谷　洋輔　所属部局等：教育学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  タグラグビー
　　  Tag rugby

2 ．授業の目的と概要：
　　  タグラグビーの実践を通じ、ラグビーに関する知識と理解を深めることが本講義の目的です。楕円級に慣れ親しむことからゲーム

実践まで段階的に学習し、受講生はタグラグビーを楽しむことができる技能を習得することを目指します。適宜文献や映像資料を
用い、細かなスキルの習得からゲームの構造の理解まで幅広く取り上げます。

　　  なお、講義は以下に留意して行います。
　　  1）  初心者に合わせ、安全を最優先とします。
　　  2）  原則としてタックルなどの身体接触は一切行いません。
　　  ** 新型コロナウイルス感染症への対策のため、上記の目的をふまえながら講義の内容を適宜変更することがある。
　　  This course aims to provide students the opportunities to learn, experience, and understand rugby. By taking the steps to get 

used to rugby ball handling and obtain the practical skills of running, passing, and other related skills, students are expected to 
be  able  to  play  tag  rugby  tactically  and  safely. Visual  and  textual  information  are  provided  to  develop  an  understanding  of 
rugby skills and strategies.

　　  *Safety is prioritized. Physical contact is eliminated from the class activity.
　　  *Contents for the class may be changed.
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スポーツA
木 3 　（ 1 単位）．対象学部：文，教．担当教員：甲斐　健人　所属部局等：教育学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  卓球　Table Tennis

2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業では、卓球の特徴（ 1 ．戦術によってある程度の体力差をカバーすることができるため、性別や体力差を越えて一緒にゲー

ムを楽しむことが比較的容易である。2 ．初心者から、経験者までそれぞれにゲームを手軽に楽しむことができるため、自分に合っ
たゲームを楽しみながら体力を高めることに向いている。）を生かして、競技特性および戦術の理解を目指す。その中で、多様な
競技レベルの受講生が協力し合いながら各々のレベルに応じた卓球を楽しむ能力の向上を図る。

　　  In this class, the characteristics of table tennis（1. Since it is possible to cover a certain amount of physical strength difference 
by tactics, it is relatively easy to enjoy the game together regardless of gender and physical strength difference. 2. Experience 
from beginners Since each person can easily enjoy the game,  it  is suitable for improving physical strength while enjoying the 
game  that  suits  them.）, Aiming  to understand  the characteristics of  the game and  tactics. Among  them,  students of various 
competition levels will cooperate with each other to improve their ability to enjoy table tennis according to each level.

スポーツA
木 3 　（ 1 単位）．対象学部：文，教．担当教員：鷲谷　洋輔　所属部局等：教育学研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  タグラグビー
　　  Tag rugby

2 ．授業の目的と概要：
　　  タグラグビーの実践を通じ、ラグビーに関する知識と理解を深めることが本講義の目的です。楕円級に慣れ親しむことからゲーム

実践まで段階的に学習し、受講生はタグラグビーを楽しむことができる技能を習得することを目指します。適宜文献や映像資料を
用い、細かなスキルの習得からゲームの構造の理解まで幅広く取り上げます。

　　  なお、講義は以下に留意して行います。
　　  1）  初心者に合わせ、安全を最優先とします。
　　  2）  原則としてタックルなどの身体接触は一切行いません。
　　  ** 新型コロナウイルス感染症への対策のため、上記の目的をふまえながら講義の内容を適宜変更することがある。
　　  This course aims to provide students the opportunities to learn, experience, and understand rugby. By taking the steps to get 

used to rugby ball handling and obtain the practical skills of running, passing, and other related skills, students are expected to 
be  able  to  play  tag  rugby  tactically  and  safely. Visual  and  textual  information  are  provided  to  develop  an  understanding  of 
rugby skills and strategies.

　　  *Safety is prioritized. Physical contact is eliminated from the class activity.
　　  *Contents for the class may be changed.
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スポーツA
火 3 　（ 1 単位）．対象学部：法．担当教員：玉川　明朗　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 2 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  スポーツの科学（バドミントン）

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業では多くの人にリクリエーションスポーツとして広く親しまれているバドミントンを教材として身体活動の重要性や適切な

運動について，また，対人型スポーツの実践を通して，自己の意志表現の重要性，対人関係の取り方やコミュニケーションの重要
性等を体感し，積極性や協調性を養うことを目指しています。本授業では体力の高い人も低い人も，技術的に高い水準の人も初心
者に対しても，同じ内容で授業を遂行していきます。いろいろな人とシャトルを打ち合いながら，ラリーを楽しむ為に必要なこと
が何であるのかを，単に技術的側面からだけでなく社会的側面からも学習してもらいたいと思います。この授業を通じて，スポー
ツ活動をエンジョイする素養，運動・スポーツを日常生活の中で自信を持って実践する素養を身につけることを目的に授業を行っ
ていきます。バドミントンで使うシャトルコック。シャトルという意味は「行ったり来たり」という意味があります。『打ったシャ
トルを相手の人が打ち返してくる，それをまたうち返す』。まさにコミュニケーションの実践です。初心者の人も自信を持って失
敗しても大丈夫な授業です。

スポーツA
木 3 　（ 1 単位）．対象学部：文，教．担当教員：玉川　明朗　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  スポーツの科学（バドミントン）

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業では多くの人にリクリエーションスポーツとして広く親しまれているバドミントンを教材として身体活動の重要性や適切な

運動について，また，対人型スポーツの実践を通して，自己の意志表現の重要性，対人関係の取り方やコミュニケーションの重要
性等を体感し，積極性や協調性を養うことを目指しています。本授業では体力の高い人も低い人も，技術的に高い水準の人も初心
者に対しても，同じ内容で授業を遂行していきます。いろいろな人とシャトルを打ち合いながら，ラリーを楽しむ為に必要なこと
が何であるのかを，単に技術的側面からだけでなく社会的側面からも学習してもらいたいと思います。この授業を通じて，スポー
ツ活動をエンジョイする素養，運動・スポーツを日常生活の中で自信を持って実践する素養を身につけることを目的に授業を行っ
ていきます。バドミントンで使うシャトルコック。シャトルという意味は「行ったり来たり」という意味があります。『打ったシャ
トルを相手の人が打ち返してくる，それをまたうち返す』。まさにコミュニケーションの実践です。初心者の人も自信を持って失
敗しても大丈夫な授業です。
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スポーツA
木 3 　（ 1 単位）．対象学部：経．担当教員：玉川　明朗　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 2 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  スポーツの科学（バドミントン）

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業では多くの人にリクリエーションスポーツとして広く親しまれているバドミントンを教材として身体活動の重要性や適切な

運動について，また，対人型スポーツの実践を通して，自己の意志表現の重要性，対人関係の取り方やコミュニケーションの重要
性等を体感し，積極性や協調性を養うことを目指しています。本授業では体力の高い人も低い人も，技術的に高い水準の人も初心
者に対しても，同じ内容で授業を遂行していきます。いろいろな人とシャトルを打ち合いながら，ラリーを楽しむ為に必要なこと
が何であるのかを，単に技術的側面からだけでなく社会的側面からも学習してもらいたいと思います。この授業を通じて，スポー
ツ活動をエンジョイする素養，運動・スポーツを日常生活の中で自信を持って実践する素養を身につけることを目的に授業を行っ
ていきます。バドミントンで使うシャトルコック。シャトルという意味は「行ったり来たり」という意味があります。『打ったシャ
トルを相手の人が打ち返してくる，それをまたうち返す』。まさにコミュニケーションの実践です。初心者の人も自信を持って失
敗しても大丈夫な授業です。

スポーツA
火 3 　（ 1 単位）．対象学部：法．担当教員：藤本　敏彦　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：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  ソフトボールで学ぶチームマネージメント　Softball “Team management” and Second part is Coaching“

2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業は対面で行いますが、コロナの影響によりオンディマンド型の授業に変更になる場合があります。
　　  この授業の目的は「知識を経験に、経験を知識に変える」ことです。またこの授業で学習する知識はコミュニケーション能力、リー

ダーシップ、傾聴力、説明力、関係構築力です。またこの授業で養われる行動力はグループ活動力、学習成果確認、挑戦です。
　　  具体的にはチームマネジメントについて学ぶことをねらいとして授業を進めます。集団の生産性を高めるために，メンバーとして

チームにどのように関わればよいか学ぶことを目標とします。またチームマネジメントに関する知識を活かして，チームごとに
リーグ戦で競争する中で，コーチングについて学ぶことをねらいとします。

　　  In this year, we hold softball class on the Google class room. Student watch the movie on Google class room, and submit a report 
every week.

　　  The aim of “Sports A: Softball class is constructed of two part. First part is “Team management” and Second part is Coaching
“. Goal of first part is to lean the team management that is how to relation with team member using softball game.
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スポーツA
木 3 　（ 1 単位）．対象学部：経．担当教員：永富　良一　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：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  サッカー/Soccer（Associated football）

2 ．授業の目的と概要：
　　  世界でもっとも競技人口の多いサッカーの面白さには様々な側面がある。ボールをコントロールするために手以外の体を合理的に

使う面白さ、コンタクトスポーツとしての力のぶつかりあい、戦術ゲームとしての面白さ、そして個々の力を結集してチームとし
て目的を達成するチームワークはまさにサッカーの醍醐味である。どのようなスポーツでも同様であるが、経験などにより個々の
技術には差がある。しかし技術レベルに関わらず、どのメンバーも自分の技術に応じて果たせる役割を知りお互いの役割を理解し、
信頼し、実践すればチームとしての力を発揮することができる。このようなサッカーのチームスポーツとしての面白さを理解して、
サッカーに限らず仲間と信頼しあって協働するチームワークを大事にすることによるスポーツの価値を理解する。

　　  Soccer is the most popular sports in the world. Soccer has attracted many people because of its demand on fitness and skills, 
tactical  thinking,  and  communication  and  trust  among  the  team members. Depending  on  one’s experience  in playing  soccer, 
technical skill may largely differ, and one might feel  inferior or alienated when they have less experience.  Once you find out 
your role in the team, however, you will find a totally different world of soccer, in which you find confidence and effectiveness in 
the team. The sense of effectiveness and efficacy in the team will not be accomplished alone, but sharing ideas and roles, and 
most importantly trusting each other among the team members is essential.  The role plays in this soccer class will definitely 
give you a value! Why don’t you enjoy playing soccer with us.

スポーツA
木 3 　（ 1 単位）．対象学部：経．担当教員：門間　陽樹　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 2 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  テニス／Tennis

2 ．授業の目的と概要：
　　  テニスの基本技術の習得を目指し、練習やゲームを通じてテニスのおもしろさ、上手くなることのおもしろさを経験する。基本技

術やルールを理解するとともに、個々人の運動量を確保できるよう実技を行う。
　　  未経験者は少しでもうまくなる、経験者は未経験者に少しでもうまくなってもらえることを目指して実技を行う。
　　  シラバス作成時は、対面授業を実施することを想定しているが、仮に感染拡大が生じ、対面授業を断念せざるを得ない場合は、

Google Classroom による課題提供を行う。
　　  --------
　　  Tennis is a popular recreational sports at all ages. This class aims to acquire basic skills, rules, and manners of tennis, and, most 

importantly, to enjoy playing tennis regardless of one's skills.
　　  If we  cannot  practice  in Kawauchi  kita  campus  tennis  court  to  prevent  COVID-19  infection,  the  contents  of  this  class  are 

provided online. Students have to access assignments, practice them, and submit reports through Google Classroom.
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スポーツA
木 3 　（ 1 単位）．対象学部：経．担当教員：内丸　仁　所属部局等：仙台大学．開講セメスター： 2 セメスター．科目ナンバリング：
ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  ソフトボール

2 ．授業の目的と概要：
　　  ソフトボールは自らがプレーする、あるいは見る（観戦して楽しむ）競技として幅広く親しまれてきているスポーツの一つである。
　　  また、ソフトボールは「投げる」・「打つ」・「走る」が特徴であり、個々の動きの個性やダイナミックでかつ華麗な身のこなしで人々

を魅了する一方で、繊細な感覚や正確性を要求され、さらには集団競技としての戦術ゲームを通しても楽しめる。このようなソフ
トボールの楽しさをプレーを通して体感し、生涯にわたるスポーツとして、あるいは、スポーツに関わりを持つことの重要性につ
いて理解する。

スポーツA
木 3 　（ 1 単位）．対象学部：経．担当教員：佐藤　明　所属部局等：．開講セメスター： 2 セメスター．科目ナンバリング：ZFT-
HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  弓道（射と礼の技法） 

2 ．授業の目的と概要：
　　  対面授業を行う。新型コロナ感染状況等により、オンライン授業と併用する場合がある。
　　  オンライン授業に移行した場合は、Google  Classroom において資料配布方式にて行う。授業内容は対面授業の内容を資料化した

ものとする。
　　  弓道は初学者が多いので、弓矢の扱い方、引き方、狙い方、離し方などを基本から学んでいく。弓道の技 法が身体の機能や物の

機能の深い理解に基づいて組み立てられていることを学び、矢を的中させる技を体得するとともに合理的かつ美的な姿勢や身のこ
なし方を身につける。
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スポーツA
金 3 　（ 1 単位）．対象学部：農．担当教員：門間　陽樹　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 2 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  テニス／Tennis

2 ．授業の目的と概要：
　　  テニスの基本技術の習得を目指し、練習やゲームを通じてテニスのおもしろさ、上手くなることのおもしろさを経験する。基本技

術やルールを理解するとともに、個々人の運動量を確保できるよう実技を行う。
　　  未経験者は少しでもうまくなる、経験者は未経験者に少しでもうまくなってもらえることを目指して実技を行う。
　　  シラバス作成時は、対面授業を実施することを想定しているが、仮に感染拡大が生じ、対面授業を断念せざるを得ない場合は、

Google Classroom による課題提供を行う。
　　  --------
　　  Tennis is a popular recreational sports at all ages. This class aims to acquire basic skills, rules, and manners of tennis, and, most 

importantly, to enjoy playing tennis regardless of one's skills.
　　  If we  cannot  practice  in Kawauchi  kita  campus  tennis  court  to  prevent  COVID-19  infection,  the  contents  of  this  class  are 

provided online. Students have to access assignments, practice them, and submit reports through Google Classroom.

スポーツA
木 3 　（ 1 単位）．対象学部：経．担当教員：大倉　峰雄　所属部局等：東北福祉大学．開講セメスター： 2 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  スポーツ競技とコミュニケーション（卓球）

2 ．授業の目的と概要：
　　  【レベル 1 の場合】
　　  卓球という競技は人間の健康維持にとっても有益な生涯スポーツとして取り組めるものである。また、競技通じて人とのコミュニ

ケーションを形成しやすいという特徴を活かしながら授業を展開して行きたい。本授業では、卓球の基本知識を習得することを目
指し、年齢や体力に応じて生涯を通じたラージボール卓球を覚え、最終的に自己の考えたことを表現する場になるようにしていき
たい。

　　  授業は対面による実技を予定している。20分から30分に 1 回、授業をストップし、受講生を室外に出し、換気を行う予定。なお、
受講生が多い場合は、 2 グループに分け、隔週でグループごとに対面授業とオンライン授業と交互に受講することもある。

　　  【オンライン授業の場合】
　　  基礎的な卓球の技術・戦術・ルールを解説する動画とボディメイク・フィットネスの動画を各自で視聴し、実習する。
　　※  なお、受講生が多く、全受講生での対面授業が厳しい場合は、受講生を 2 つのグループに分け、対面授業とオンライン授業を交

互に行う。（全受講生での meet の授業もあり）
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スポーツA
金 3 　（ 1 単位）．対象学部：農．担当教員：佐藤　明　所属部局等：．開講セメスター： 2 セメスター．科目ナンバリング：ZFT-
HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  弓道（射と礼の技法） 

2 ．授業の目的と概要：
　　  対面授業を行う。新型コロナ感染状況等により、オンライン授業と併用する場合がある。
　　  オンライン授業に移行した場合は、Google  Classroom において資料配布方式にて行う。授業内容は対面授業の内容を資料化した

ものとする。
　　  弓道は初学者が多いので、弓矢の扱い方、引き方、狙い方、離し方などを基本から学んでいく。弓道の技 法が身体の機能や物の

機能の深い理解に基づいて組み立てられていることを学び、矢を的中させる技を体得するとともに合理的かつ美的な姿勢や身のこ
なし方を身につける。

スポーツA
金 3 　（ 1 単位）．対象学部：農．担当教員：藤本　敏彦　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：ZFT-HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  卓球 /Table tennis

2 ．授業の目的と概要：
　　  この授業は対面で行いますがコロナの影響によりオンディマンドに変更になる場合があります。
　　  この授業の主たる目的はコミュニケーション能力の獲得である。卓球を教材として新しく出会った仲間と人間関係を築く方法（人

間関係マネージメント・コーチング技術）を学習する。またお互いに教え合うことで説明する能力や聞く能力を養うことを目的と
する。

　　  そのことが大学生活において必要な健康や体力の保持・増進のための基礎的知識や身体的教養になることを理解する．副次的な目
的として体力と健康の維持に関する知識を習得することも目的とする。　The  aim  of “Sports A:Table  tennis”  is  to  learn  the 
knowledge of physical fitness,  and  to get  the ability which  is  to  increase  the physical  strength,  communication skill  and self-
efficacy.
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保健体育（講義）
体と健康

体と健康
集中講義　（ 2 単位）．対象学部：文，教，薬．担当教員：加藤　幸成　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 1 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES103J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  体と健康

2 ．授業の目的と概要：
　　  健康的な学生生活や社会生活を送るために必要な基礎的知識を学ぶ。日常生活で比較的かかりやすい病気やケガの原因や対処法、

病院の掛かり方、健康的な生活習慣、健康を損なう可能性がある生活習慣などを医学系研究科・歯学研究科の教員がオムニバス方
式で講義を行う。

スポーツA
金 3 　（ 1 単位）．対象学部：農．担当教員：飛内　聖永　所属部局等：．開講セメスター： 2 セメスター．科目ナンバリング：ZFT-
HES101J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  テニス／Tennis

2 ．授業の目的と概要：
　　  テニスの基本技術の習得を目指し、練習やゲームを通じてテニスのおもしろさ、上手くなることのおもしろさを経験する。基本技

術やルールを理解するとともに、個々人の運動量を確保できるよう実技を行う。
　　  未経験者は少しでもうまくなる、経験者は未経験者に少しでもうまくなってもらえることを目指して実技を行う。
　　  シラバス作成時は、対面授業を実施することを想定しているが、仮に感染拡大が生じ、対面授業を断念せざるを得ない場合は、

Google Classroom による課題提供を行う。
　　  --------
　　  Tennis is a popular recreational sports at all ages. This class aims to acquire basic skills, rules, and manners of tennis, and, most 

importantly, to enjoy playing tennis regardless of one's skills.
　　  If we  cannot  practice  in Kawauchi  kita  campus  tennis  court  to  prevent  COVID-19  infection,  the  contents  of  this  class  are 

provided online. Students have to access assignments, practice them, and submit reports through Google Classroom.
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体と健康
集中講義　（ 2 単位）．対象学部：歯，工（15～16組），農．担当教員：眞栁　弦　所属部局等：歯学研究科．開講セメスター： 2 セメ
スター．科目ナンバリング：ZFT-HES103J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  体と健康

2 ．授業の目的と概要：
　　  健康的な学生生活や社会生活を送るために必要な基礎的知識を学ぶ。日常生活で比較的かかりやすい病気やケガの原因や対処法、

病院の掛かり方、健康的な生活習慣、健康を損なう可能性がある生活習慣などを医学系研究科・歯学研究科の教員がオムニバス方
式で講義を行う。

体と健康
集中講義　（ 2 単位）．対象学部：経，理（生）．担当教員：今井　啓道　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 2 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES103J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  体と健康

2 ．授業の目的と概要：
　　  健康的な学生生活や社会生活を送るために必要な基礎的知識を学ぶ。日常生活で比較的かかりやすい病気やケガの原因や対処法、

病院の掛かり方、健康的な生活習慣、健康を損なう可能性がある生活習慣などを医学系研究科・歯学研究科の教員がオムニバス方
式で講義を行う。
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体と健康
集中講義　（ 2 単位）．対象学部：法，医．担当教員：齋木　佳克　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 2 セメスター．
科目ナンバリング：ZFT-HES103J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  体と健康

2 ．授業の目的と概要：
　　  健康的な学生生活や社会生活を送るために必要な基礎的知識を学ぶ。日常生活で比較的かかりやすい病気やケガの原因や対処法、

病院の掛かり方、健康的な生活習慣、健康を損なう可能性がある生活習慣などを医学系研究科・歯学研究科の教員がオムニバス方
式で講義を行う。

体と健康
集中講義　（ 2 単位）．対象学部：保，工（11～12組）．担当教員：菅野　恵美　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 2 セメ
スター．科目ナンバリング：ZFT-HES103J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  体と健康

2 ．授業の目的と概要：
　　  健康的な学生生活や社会生活を送るために必要な基礎的知識を学ぶ。日常生活で比較的かかりやすい病気やケガの原因や対処法、

病院の掛かり方、健康的な生活習慣、健康を損なう可能性がある生活習慣などを医学系研究科・歯学研究科の教員がオムニバス方
式で講義を行う。
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体と健康
集中講義　（ 2 単位）．対象学部：理（数），工（ 6 ～10組）．担当教員：正宗　淳　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 2 セ
メスター．科目ナンバリング：ZFT-HES103J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  体と健康

2 ．授業の目的と概要：
　　  健康的な学生生活や社会生活を送るために必要な基礎的知識を学ぶ。日常生活で比較的かかりやすい病気やケガの原因や対処法、

病院の掛かり方、健康的な生活習慣、健康を損なう可能性がある生活習慣などを医学系研究科・歯学研究科の教員がオムニバス方
式で講義を行う。

体と健康
集中講義　（ 2 単位）．対象学部：理（化），工（ 1 ～ 5 組）．担当教員：和田　基　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 2 セ
メスター．科目ナンバリング：ZFT-HES103J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  体と健康

2 ．授業の目的と概要：
　　  健康的な学生生活や社会生活を送るために必要な基礎的知識を学ぶ。日常生活で比較的かかりやすい病気やケガの原因や対処法、

病院の掛かり方、健康的な生活習慣、健康を損なう可能性がある生活習慣などを医学系研究科・歯学研究科の教員がオムニバス方
式で講義を行う。
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身体の文化と科学

身体の文化と科学
月 5 　（ 2 単位）．対象学部：全．担当教員：甲斐　健人、鷲谷　洋輔、玉川　明朗、門間　陽樹、永富　良一　所属部局等：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：ZFT-HES104J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  身体の文化と科学

2 ．授業の目的と概要：
　　  本授業の目的は学生にとって身近な「運動やスポーツ」を単に身体を動かす Physical Exercise として考えるのではなく、「運動や

スポーツ」を取り巻く様々な文化的背景、心理・社会的要因，身体適応の実態やメカニズムを理解することによって、「自己の身
体」、「運動することの意味」、「スポーツの文化的意味」等への理解を高め、将来にわたり経験する運動・スポーツの新たな側面に
気がついてもらうことである。複数の教官がそれぞれの専門の立場から、運動やスポーツに関する話題をとりあげ概説するオムニ
バス形式のコースである。

体と健康
集中講義　（ 2 単位）．対象学部：理（物地），工（13～14組）．担当教員：亀井　尚　所属部局等：医学系研究科．開講セメスター： 2
セメスター．科目ナンバリング：ZFT-HES103J．使用言語：日本語．

1 ．授業題目：
　　  体と健康

2 ．授業の目的と概要：
　　  健康的な学生生活や社会生活を送るために必要な基礎的知識を学ぶ。日常生活で比較的かかりやすい病気やケガの原因や対処法、

病院の掛かり方、健康的な生活習慣、健康を損なう可能性がある生活習慣などを医学系研究科・歯学研究科の教員がオムニバス方
式で講義を行う。
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