
№ 学科 曜日

後期見学期間
（2022/11/1～
2023/1/12）中

見学不可日

時間 役職 授業担当教員 担当教員の専門分野 授業名 授業内容 備考

1 日本語日本文学科 木 特になし 13:10～14:40 准教授 須永　哲矢 日本語学 現代語文法
「主語と述語」をテーマに、日本語文法の概説を行う。述語面では活用系の意味から助動詞、主語面では「は」と「が」の問題に触れた後、主語と述語で
文ができるとはどういうことかをあらためて問う。

2 日本語日本文学科 水 特になし 10:40～12:10 専任講師 山田　夏樹
日本近現代文学・
サブカルチャー

世界の中の日本文学Ｂ
戦後日本の文学・文化がどのように海外の政治や文化と関わり合うことで成立しているのかを検証する。具体的には、戦後日本の近現代文学やマンガなどの
サブカルチャー作品などを取り上げ、社会状況や価値観の変容のあり方を考察する。

3 歴史文化学科 火 12/13 16:30～18:00 教授ほか
鶴岡　明美
大谷津　早苗
野口　朋隆

日本美術史、民俗学、
日本近世史

江戸時代論
江戸時代を主に政治・社会、民俗・芸能、美術の三点から論じていくことで、中世や近代とは異なるこの時代の特長を理解するとともに、日本各地に通底
する歴史や文化の流れを把握する。

4 歴史文化学科 木 特になし 14:50～16:20 専任講師 永井　裕子 西洋美術史 西洋美術史概論
17世紀バロックから20世紀までの西洋美術の概論を学びます。美術作品は制作された時代の文化を反映しており、作品を知ることでその背後の歴史を学ぶ
ことができます。写真や映像などを参照し、時代のなかで芸術の展開に対する理解を深めて下さい。

5 福祉社会学科 月 12/19 16:30～18:00 教授 川﨑愛 社会福祉学 児童・家庭福祉 子どもや家族に対する制度を知り、社会が子どもや家族に与える影響と課題を学びます。また、課題解決のための支援方法を把握します。

6 福祉社会学科 火
11/22
1/10

16:30～18:00 准教授 李 恩心 地域福祉 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 地域福祉とは何かについて、理論・方法を含めて学習します。

7 福祉社会学科 金 1/6 10:40～12:10 専任講師 佐藤千晶 乳児保育Ⅰ 子育て支援
わが国の乳児保育の歩みを概観し、現代社会における乳児保育の意義と課題について理解する。その上で乳児保育が対象とする0歳～3歳未満時の発達の特
徴や関わり方について学ぶ。

8 福祉社会学科 金 11/25 16:30～18:00 准教授 根本治代 就労支援ｻｰﾋﾞｽ 社会福祉学 雇用・就労の動向と施策の概要、就労支援制度の概要、就労支援に係る組織、団体の役割と実際について、低所得者と障害者の就労支援から考える。

9 現代教養学科 木 特になし 14:50～16:20 准教授
シム　チュン・
キャット

教育社会学 社会問題概観
現代社会では、急速な社会変動にともなってさまざまな社会問題や国際問題が発生している。本講義では現代社会や世界の諸問題を自ら発見し、その社会的
な意味を他の人々に伝える力を養うことを目的とする。

10 現代教養学科 木
11/17、11/24、

1/12が可能。
それ以外は不可

16:30～18:00 専任講師 相 尚寿
都市計画
都市分析
観光情報

情報環境論/アーカイブズ論
いま私たちが生きる世の中には多くの情報があふれています。この講義では、空間情報・データに着目して、これらを可視化して地域の特徴や課題を読み解
き、他者とのコミュニケーションに活用する方法を習得します。

11 現代教養学科 金
12/23、1/6が

可能。
それ以外は不可

14:50～16:20 専任講師 申 知燕
人文地理学
都市地理学
移民研究

グローバリゼーションの社会学
グローバリゼーションによって多様な人々が集まるようになった都市空間を取り上げ、労働者、女性、セクシュアルマイノリティなどの様々な社会集団がい
かに相互作用を行っているのかについて議論する。

12 管理栄養学科 月 特になし 14:50～16:20 教授 中西　員茂 人体の構造と機能Ｃ 医学
人体の構造と機能の関係について学ぶ。講義では特に循環や消化など人の基本的な営みについて組織学的な側面と細胞機能的な側面との関わりについて知
ると共に、病気を理解する上で必要となる正常と異常な営みの違いについて学ぶ。

13 食安全マネジメント 金 12月23日 9:00～10:30 准教授 青木　美保 経営学概論 ビジネス全般の基礎知識・経営学
企業の目的と活動内容を知ると共に、経営学の基礎理論を学びます。データや事例を通じて食品業界の最新動向やビジネスに対する知識・理解を深め、企業
が課題整理や戦略策定に用いる分析手法や考え方のフレームワークを学びます。グループワークを設けたアクティブラーニング型の授業となります。

14 食安全マネジメント 金 特になし 14:50～16:20 准教授 青木　美保 消費者経済論
行動経済学・消費者行動論・フィ
ナンシャルプラニング

行動経済学をもとに消費者心理を授業内クイズや事例紹介を通じて学ぶアクティブラーニング型の授業。消費者行動論に基づいた買い物意思決定や購買プロ
セスと、これらに影響を与える要因やマーケティング手法、家計のフィナンシャルプラニング、消費者保護を目的とした法律・規制・行政も学びます。

15
ビジネスデザイン
学科

月 特になし 14:50～16:20 教授 本合　暁詩
ファイナンス入門
会計学入門
International Business

 
ﾌｧｲﾅﾝｽ入門 ﾋﾞｼﾞﾈｽB

本講義ではビジネスパーソン、グローバル人材として必要なファイナンスの知識を学ぶ。簡単な計算問題や企業の事例を含めた議論も行う。講義は日本語で
進めるが、多くの英語教材を活用する。

16
ビジネスデザイン
学科

火 特になし 10:40～12：10 専任講師 三浦　紗綾子
経営戦略論
経営組織論

経営戦略
ある企業はなぜ業績が良い（悪い）のか。企業が成果を出し生き残っていくためにはどうしたらよいか。こうした問いに答えを出すための考え方（経営戦
略論）を、豊富な事例とともに学んでいく。

17
ビジネスデザイン
学科

金 特になし 13:10～14:40 教授 今井　章子
政治学
 Global Issues

Sustainability and Business
Recently, the corporate community has taken a more proactive approach to sustainable development. In this class, students will learn about trends in
the private sector’s efforts through the case studies of the coffee supply chain and social entrepreneurship.

18
英語コミュニケー
ション学科

金 12月まで 16:30～18:00 専任講師 重松　優 留学準備教育 Japan in the World
海外キャンパス「昭和ボストン」へ出発前に、日本社会について見識を深め、より良い異文化交流を行うことを目的をする授業です。講義ごとのテーマとし
て、日本の食文化、工芸、マイノリティ、東日本大震災などを取りあげます。

19 国際学科 木 12/1 14:50～16:20 教授 マイリーサ 中国語集中イマージョン 社会学
これまで個々に学んできた語学の知識にくわえ、言語運用能力を補強するために、文法的知識を系統だって学びなおし、語彙や表現を増やして読解力を伸ば
すことに主眼をおく。授業は中国語を用いて進める。

20 国際学科 木 12/1 13:10～14:40 准教授 徐　珉廷 比較文化論
認知言語学、
日韓対照研究

この授業では、前半は文化心理学の観点から西洋人と東洋人のものの見方、考え方が文化によっていかに違うのか、なぜ違うのかを考えます。後半は認知
言語学の観点から母語話者による〈事態把握〉(construal)の普遍性と相対性を理解し、＜ことば＞の根底にある認知スタンスまで踏み込んで考えます。

21 国際学科 月 11/21 16:30～18:00 准教授 米倉　雪子 国際協力入門
国際協力論、
開発研究

世界には一国の政府だけでは解決できない問題が起きており、南北格差を背景に、貧困、環境、ジェンダー、教育、保健、民主化など様々な分野で、多様な
アクターが国際協力をしている。国際協力の実務経験に基づき、諸問題とその解決に向けた働きについて、活動内容、成果の有無、活動の評価方法等を考え
ます。
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