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みなさん、こんにちは。 

このパンフレットでは、現代人間論系にはどんな授業があるのか、どんな研究が行われているのか、ど

んな先生方と出会えるのかなど、本論系ついての理解を深めていただくための情報を掲載しています。 

 

 

１．現代人間論系とは・・・現代を「ともに生きる」人間のあり方を研究 

 

人間とは何か。 

古来より、この問いはあらゆる学問が抱えてきた究極の命題です。とりわけ、価値観が多様化し、人間

を取り巻くあらゆる事象が複雑化・多元化する現代社会においては、人間の本質を探り、｢私｣自身のアイ

デンティティを確認することはもっとも大きな課題であるといえるでしょう。しかし、物質や情報の豊

かさとは裏腹に、人と人、人と社会との関係が希薄化しつつある現代を生きる人々が、その答えを見出す

ことは容易ではありません。 

こうした問題意識に立ち、人間に対する多面的なアプローチを通じて、現代社会の諸問題に立ち向かう

たくましい叡知を備えた人材を育てることが、本論系の目的です。そのために各プログラムを貫く共通

のテーマを｢ともに生きる｣とし、｢生き方」や「心」「人との関係」といった、私たちが日常的に突き当た

る問題に切り込んでいきます。その特色は次の 3 点です。第 1に社会学、心理学、文学、哲学、倫理学、

宗教学、教育学、社会福祉学などを基盤としながらも、その枠組みを超えて学際的・総合的にアプローチ

します。第 2 に、問題解決の軸足を「現代」に定め、現代人の精神構造や倫理、コミュニケーション、

人生などについて探究します。第 3に、少子高齢化や環境問題、企業倫理や子育て、心の問題とセラピー

など、具体的な諸課題を念頭に、その解決を模索しながら思考と論究を深めていきます。 

このように本論系は、現代人と現代社会の諸問題に新しい視点で向き合う教育研究の場であり、多彩な

科目群と教授陣、ゼミ活動やフィールドワークなどがこれを支えています。 
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2 はじめに 

２．教育課程編成方針 

 

【２年次生】 

◆現代社会の諸課題にも即した社会学、心理学、文学、哲学、倫理学、宗教学、教育学、社会福祉学など

の分野の多彩な講義科目(ブリッジ科目)の選択履修を通じ、各人が関心をもつ専門学問領域を広く・

深く探求する。 

◆現代人が「ともに生きる」ために解決を求められる諸課題に焦点をあてた専門演習科目の選択履修を

通じ、現代人の精神構造や倫理、コミュニケーション、人生などについて総合的に探求するための学際

的・総合的・実践的なアプローチを学ぶ。 

 

【３年次生】 

◆少人数制で 2 年間に亘る論系ゼミ、もしくは指導教員による個別指導に基づく卒業研究を選択し、少

子高齢化や環境問題、企業倫理や障害、宗教や性をめぐる問題など、現代人が「ともに生きる」ために

解決を求められる諸課題を探求するたくましい叡知を身につける。 

◆論系ゼミにおいては互いに切磋琢磨する共同学習環境のもとで、卒業研究においては学生の志向性を

活かした学習支援体制を通じて考究を深める。 

◆論系ゼミや卒業研究で培った問題意識の深化・探求をめざし、更なる専門演習や講義科目の履修を行

い、各人の専門学習を進める。 

 

【４年次生】 

◆3年次までに培ってきた現代人が「ともに生きる」ために解決を求められる諸課題を探求するたくまし

い叡知を、身に付けた学際的・総合的・実践的なアプローチに従い、ゼミ履修者はゼミ論文、卒業研究

選択者は卒業研究として結実させ、各人の 4年間の学習のまとめとする。 

◆論系ゼミや卒業研究で培ってきた問題意識の応用的・発展的展開をめざし、必要な専門演習や講義科

目の追加履修を行い、現代人間論系における学びの総仕上げを行う。 

 

 

 

３．ゼミ・演習テーマ 現代人間論系には４つのプログラムがあります。 

 

プログラム 概要・演習・テーマ 

「多様性を

生 き る 人

間」論 

【概要】ジェンダーとセクシュアリティ、ディスアビリティを基軸とした人間理解（社会学、

教育学、文学、文化研究のコラボレーション） 

【ゼミ】 ディスアビリティと現代／ジェンダーとセクシュアリティの視座／クィア・スタデ

ィーズ 

【演習】現代人と福祉／福祉社会の臨界／不死の様式／生の詩学・生の解釈／セクシュアリテ

ィ研究の実践／性的欲望・性的快楽を考える／共生の技法／クィア・スタディーズ／愛の技法 

など 
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「関係を生

きる人間」

論 

【概要】現代に生きる人間が多様に形成する〈関係〉に注目した人間理解（倫理学、社会学、

教育学のコラボレーション） 

【ゼミ】プラクティカル・エシックス／社会の変化と人間関係／子ども文化と居場所 

【演習】いじめ・虐待と社会病理／子どもの生活と子育て支援／親密圏の論理と倫理／サイバ

ー空間の論理と倫理 など 

「発達を生

きる人間」

論 

【概要】個人の変化と社会との相互作用を介した人間理解（社会学、心理学のコラボレーショ

ン） 

【ゼミ】現代人のライフストーリー／子どもの関係発達論／現代人の心理 

【演習】現代人と社交ケーススタディの方法／発達の生得性と環境効果／心をみる／現代社

会と心の機能／現代人のアイデンティティの心理 など 

「心身を生

きる人間」

論 

【概要】心と体の関係、その総合としての人間のあり方を巡る人間理解（心理学、哲学、倫理

学、宗教思想のコラボレーション） 

【ゼミ】超越と人間／心身論／生命と人格 

【演習】宗教と共同体／こころとからだの関係を考える／生活世界・社会と身体／他者と身

体、身体からみた人間／現代的人間観の論理と倫理／道徳意識の研究／実存と他者の倫理など 

 

 

 

 

 

※以下の情報は、論系、学部のホームページをご覧ください。 

 

 ●教員の紹介 

  http://www.waseda.jp/gendainingen/ichiran.html 

 

●２０１８年度 履修モデル 

  https://www.waseda.jp/flas/cms/about/theoretical/chs/#anc_12 

 

●各ゼミ生によるゼミ紹介 

http://www.waseda.jp/gendainingen/seminar.html 

  

＊上記はあくまで 2018年 11月時点でのプログラム・演習テーマの一覧です。 

 

http://www.waseda.jp/gendainingen/ichiran.html
https://www.waseda.jp/flas/cms/about/theoretical/chs/#anc_12
http://www.waseda.jp/gendainingen/seminar.html
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教員氏名 担当プログラム 分野 

阿比留 久美 

「関係を生きる人間」論プ

ログラム 
教育学（社会教育、青年期教育）、ソーシャルワーク 

石田 光規 

「関係を生きる人間」論プ

ログラム 
社会学、ネットワーク論、人間関係論 

大久保 孝治 

「発達を生きる人間」論プ

ログラム 
社会学 

大藪 泰 

「発達を生きる人間」論プ

ログラム 
発達心理学、乳幼児心理学 

岡部 耕典 

「多様性を生きる人間」論

プログラム 
福祉社会学、障害学（ディスアビリティ・スタディーズ） 

小塩 真司 

「発達を生きる人間」論プ

ログラム 
発達心理学、パーソナリティ心理学 

小村 優太 

「心身を生きる人間」論プ

ログラム 
中世アラビア哲学、宗教哲学、比較思想、思想史 

草野 慶子 

「多様性を生きる人間」論

プログラム 
比較文学 比較文化 ロシア文化研究 

御子柴 善之 

「関係を生きる人間」論プ

ログラム 

倫理学、 

カント哲学を中心としたドイツ近現代哲学 

宮田 裕光 

「心身を生きる人間」論プ

ログラム 
認知心理学、神経科学、心身論 

村松 聡 

「心身を生きる人間」論プ

ログラム 
近現代哲学、倫理学 

森山 至貴 

「多様性を生きる人間」論

プログラム 
社会学、クィア・スタディーズ 

講師（任期付） 分野 

熱田 敬子 社会学、ジェンダー論、フェミニズム 

助手 分野 

石川 遥至 心理学 

丸山 貴彦 教育学 

教員一覧 

http://www.waseda.jp/gendainingen/abiru.html
http://www.waseda.jp/gendainingen/ishida.html
http://www.waseda.jp/gendainingen/ohkubo.html
http://www.waseda.jp/gendainingen/ohyabu.html
http://www.waseda.jp/gendainingen/okabe.html
http://www.waseda.jp/gendainingen/oshio.html
http://www.waseda.jp/gendainingen/komura.html
http://www.waseda.jp/gendainingen/kusano.html
http://www.waseda.jp/gendainingen/mikoshiba.html
http://www.waseda.jp/gendainingen/miyata.html
http://www.waseda.jp/gendainingen/muramatsu.html
http://www.waseda.jp/gendainingen/moriyama.html
http://www.waseda.jp/gendainingen/atsuta.html
http://www.waseda.jp/gendainingen/ishikawa.html
http://www.waseda.jp/gendainingen/maruyama.html
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 現代人間論系のゼミを紹介します（2018年度現代人間論系論系ゼミ要項を一部編集して作成）。 

 

■「多様性を生きる人間」論ゼミ■ 

ジェンダーとセクシュアリティの視座 担当：草野慶子 火曜３・４限     

【授業概要】 

本ゼミでは、ジェンダー研究、セクシュアリティ研究の立場

に立ち、ジェンダーとセクシュアリティをめぐる文化的・社会

的問題を取り上げ、考察していきます。2018年度春期は、ジェ

ンダーの基本的概念、ジェンダー研究の現状について学び、続

いて、現代社会におけるジェンダーをめぐる具体的問題の検討

を、様々なテキストを読み込み、グループディスカッション、

さらに個々人の発表を通して行いました。秋期は、性的表現の

自由と規制の問題をとりあげます。2019年度も同じく、ジェン

ダー研究の基礎を学ぶとともに、現代文化におけるジェンダーイメージの分析、性と生殖をめぐる諸

問題の検討、女性学／男性学の視点から、現代人のライフコースについても考える予定でいます。  

これからの社会のつくり手となる皆さんに、性について真摯に学び、考えていただくことは、ぜひと

も必要なことです。ときにそれは、私たち自身の生を「めんどくさく」するかもしれませんが、ひとつ

確実に言えることは、他者との共生に、ジェンダーとセクシュアリティの観点は絶対に欠かせない、と

いうことです。私はこの学びをゼミ生の皆さんとともにすることに、情熱と意欲を持っています。 

 

クィア・スタディーズ 担当：森山至貴 木曜３・４限 

【授業概要】 

多様な性と身体のあり方は、社会において序列化された形で配

置され、それゆえに女性やセクシュアル・マイノリティは時に生

存の危機においやられます。このような性をめぐる社会的現実を

批判的に考察する知の総体がクィア・スタディーズです。社会制

度に組み込まれた差別、個人における心的かつ身体的な現象とし

ての性的欲望・快楽、アイデンティティ・ポリティクスの是非など

を検討しつつ、現代社会の存立を下支えする性という現象の実像

を明らかにし、多様な人々がともに生きられるものへと社会を組み換えていく方途を探ることが、(大

げさに言えば)このゼミの目的です。  

とは言え、多くの学生にとってはクィア・スタディーズはなじみのない学問分野でしょう。ですか

ら、ゼミでおこなっていく作業は大体こんなものだと思ってください。「性について、調べて分析して

誠実に 考えてみる」「この社会におけるさまざまなマイノリティ(少数派)の置かれている苦境を調べ

て分析して誠実に考えてみる」。性を恥やからかいの対象としてでなくまじめに面白がり、その先にこ

2018年度開講ゼミ紹介 
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の社会の公正さを構想する、そんな営みを地道にやっていくこ

とになるはずです。   

一点補足です。クィア・スタディーズは学際的（＝分野横断

的）な学問分野です。担当教員の専門は 社会学ですが、ゼミ

生はどのような学問分野を専門としていてもかまいません。む

しろ、様々な学問分 野の流儀や方法論を持ち寄って、新しく

面白い知見を生み出すことも、このゼミの醍醐味だと思ってく

ださい。 

 

ディスアビリティと現代 担当：岡部耕典 金曜３・４限 

【授業概要】 

異なる心身と文化をもつ人々が、その差異を毀損されずに生きて働く／社会参加することのできる

社会を構想することがこのゼミのテーマです。障害（インペアメント／ディスアビリティ）だけでな

く、ジェンダーやセクシュアリティ、エスニシティなどの多元的・複合的な差異を切り口としつつ、読

み／ 調べ／考え、その実現のために必要な国家の仕組み（政策・制度）、家族やコミュニティ、人々の

営みや思い（運動・思想・規範）の在り方について検討します。 このような大枠の問題意識を共有す

る限りにおいて、3年秋学期の自由研究や 4年時に執筆するゼミ論文のテーマ設定は、各自の自由な選

択に委ねられるでしょう。まなざすことなく聴き発する問いが〈自足する明晰の世界〉を突き崩し、自

らの〈生き方の窓〉をひらくことを期待しています。   

キーワード：分配する最少国家と福祉社会、非差別アプローチと障害の社会モデル、ケアの社会化と 

再分配、依存の絆と自由の平等 など 

 

■「関係を生きる人間」論ゼミ■ 

子ども文化と場所 担当：阿比留久美 火曜３・４限 

【授業概要】 

このゼミでは、子ども・若者にかかわる社会の文化的状況やその状況に抗する文化がどのように生

成し、展開していっているのかをとらえていきます。そして、多様な角度から子ども・若者の文化に焦

点をあてつつ、現代を生きる子ども・若者の「育ち」や居場所、それを支える社会のあり方を考えてい

くのがこのゼミの内容です。  
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子ども・若者（にかぎらずあらゆる人々）は現代の社会

状況・価値・規範の影響を受けつつ、現代社会の文化のな

かを生き、文化をつくって生きています。たとえば「保活」

「子どもの貧困」「ゆとり世代・ さとり世代」などの子ど

もや若者を表象する言葉や、「格差社会」「自立」といった

社会の規範や枠組みは、すべて現代社会の影響を受けて生

み出された文化の一側面といえますし、その文化を規定

し、強化する役割を果たしています。  

たとえば、21 世紀の現代では未就学児がひとりで家の

外で遊ぶことなどは「常識」的に考えられませんが、数十年前までは家の前の路地で小さな子どもが遊

ぶことはよくみられる光景でした。そのように、現在わたしたちが「あたりまえ」だと捉えていること

は必ずしも普遍的な「あたりまえ」ではありません。また、子どもは秘密基地をつくったり、スマホゲ

ームや you tube に熱中したり、LINE で友だちとつながったりと様々な文化のなかを生きており、子

どもの文化的状況はけっして一面的に語ることはでき

ず、多面的で、重層的なものです。子どもの文化を支え

る大人のありようも、テレビのキャラクターをもちいた

おもちゃやお菓子といった消費社会を強化するものも

あれば、それぞれの地域に根ざした文化をつくろうとす

る NPOや地域組織の活動もあります。  

子ども・若者の文化の多面性・重層性に関心をもち、

社会や自分のなかの「あたりまえ」を問い直しつつ、子

ども・若者はどのような文化を生き、つくっているのか、

そもそも子ども・若者が「育つ」と いうことはどういうことなのか、子ども・若者が生き、育つため

に社会のどのようなあり方が求められるのかを探求していきます。  

そのため、授業では、子ども・若者の文化について①現状を文献によって幅広く把握する、②実際に 

現地におもむき子ども・若者の生きる場を体感する（フィールドワーク）、③現状を分析するための道

具 （理論）を身につける、④枠組みをもって分析・探求する、⑤合同ゼミによって多様なものの見方・

考え方にふれていくことをおこなっていきます。方法論としては、教育学、福祉学、社会学、歴史学な

どの方法論を柔軟に採用しつつ授業を実施していきます。 

 

社会の変化と人間関係―社会の変化と人間関係 担当：石田光規 月曜３・４限 

【授業概要】 

私たちの人間関係は社会の変化に併せて姿を変えます。戦

後の高度経済成長とともに、その希薄化が長い間指摘されて

きました。このゼミでは社会の変化と人間関係をテーマに、今

後の関係構築、関係形成、善き社会のあり方について考察して

ゆきます。そのさい、特定の領域に絞り実証的に調査をしつ

つ、問題に迫るアプローチをとります。活動内容は論文作成、
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文献輪読と議論、合同ゼミの 3 つに大別されます。以下、簡単に説明します。   

・論文作成  

ゼミのメインとなる活動です。3 年生は複数のグループを

形成し、特定のテーマを 1 年間追究し、論文 を執筆します。

そのなかで、現在社会の人間関係について考察するのみなら

ず、研究の方法や論文の書 き方を学びます。4 年生は 3 年

で学んだことを活かし、個人で研究し、ゼミ論文を執筆しま

す。春学期と秋学期の最終日には 3、4 年合同の報告会を行

い、それぞれの研究成果を発表します。  

・文献輪読と議論  

社会の変化と人間関係をテーマとした文献をもとに議論をし、知識を深めます。議論のテーマは、

「若者の自立支援は行政、家族どちらが中心に行うべきか」「社会の監視の編み目を厳しくするべきか」

「自殺は権利として認められるべきか」など多岐にわたります。多彩なテーマをより深く考えてみた

い人、演習などでは今ひとつ議論を深めることができなかった人にお勧めです。  

・合同ゼミ 

ゼミ外部の方々との議論を通じて多様な考えに触れてゆきます。2018 年度は関係を生きる人間論プ

ログラムで夏と冬に合同ゼミを実施します。 

・自主参加のサブゼミ 

 より深い知識を得たい人、調査技法を得たい人を対象にサブゼミを実施します。2018 年度は通年で

読書会、期間限定で NPO団体の方々と育児と孤立についての質問紙調査を実施します。 

 

プラクティカル・エシックスーともに生きる倫理を考える 担当：御子柴善之 木曜５限 

【授業概要】 

私たちは一人では生きていません。ともに生きてい

ます。くわしく言えば、他の人間と関係をもち、 関係

をつくりながら生きています。そこに人間関係（自分

自身への関係を含む）を規制する行為規範（「きまり」）

が生まれ機能することになります。この「きまり」に

対して問いを向け、その根拠を探ることで、それはま

っとうな「きまり」なのだろうかと問い抜くのがこの

ゼミの活動内容です。   

さて、行為規範は日常的には明確に意識されていま

せん。それが意識されるのは、往々にして、私た ちが、自分の生きる社会に倫理的問題・紛糾・困難

を見出したときです。この観点から、行為規範への問いは、「私たちのいったい社会はどうあるべきな

のか」という問いを誘発するでしょう。他方、倫理的問題の意識は、そもそも行為規範とは何で、その

正当性・妥当性はどうやって保証できるのか、という問いをも生み出します。したがって、このゼミ

は、一方で、現代社会の固有の性格ならびにその倫理的 問題をつかみだす研究と、他方で、倫理的問

題の抽象的な根拠を考え抜いて、哲学的な思索の蓄積に接続する研究の二面をもつことになります。 
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■「発達を生きる人間」論ゼミ■ 

現代人のライフストーリー 担当：大久保孝治 金曜５・６限 

【授業概要】 

ゼミのテーマである「ライフストーリー」には 2つの意味がある。1つは、個人が語る（書く）自分

自身の人生の物語であり、もう 1 つは、ポピュラーカルチャー（小説、映画、TV ドラマ、アニメ、漫

画、歌曲、CM など）の中に遍在するさまざまなタイプの人生の物語である。個人は自分自身の人生の

物語を語る（書く）ときに、後者をモデルとして利用している（あるいは無意識のうちに影響を受けて

いる）。授業では、両者をともに研究の対象とする。現代という状況の中で、人々はどのように自分の

人生を語っているのか、意味づけているのか、その意味付けに根拠を与えているものは何なのか、そう

した問いをめぐって、現代人の人生の困難と希望について考えていきたい。研究に必要な方法論とし

て、社会学と心理学（とくに自己心理学・発達心理学）に重点を置いて勉強していく。 

言うまでもないことだが、ゼミは協働作業の場である。「現代人のライフストーリー」というテーマ

や、社会学や心理学に関心があるというのは、ゼミ生の最低限の共通事項で、関心の具体的な広がり方

はさまざまであろう。性格が十人十色であることはいうまでもない。そういう学生たちがゼミという

公共圏を形成・維持していくためには、ゼミというプロジェ

クトを推進していくためには、協調性やコミュニケーション

能力が必要とされる。 

ゼミでの 2年間の活動は、最終的には、ゼミ論としてまと

められる。ゼミで鍛え上げた「読む」「語る」「聴く」「議論す

る」「書く」という一連の知的能力は、卒業後どのような進路

に進むのであれ、必ず役に立つはずである。 

 

子どもの関係発達論 担当：大藪泰 木曜５限 

【授業概要】 

※2019年度ゼミ生新規募集をしないことになりました。 

人間は複雑な社会に生きています。その社会の複

雑さとは、家族、学校、地域社会といった空間の広 

がりやその仕組みの複雑さだけを意味しません。出

来事を豊かに想い浮かべることができる人の心は、

心の中で人を想い浮かべ、その人と語り合っている

からです。人は、他者と心の外でも心の中でも出会

っています。人が生きる社会とは、自分の外側だけ

でなく、自分の内側にもあるのです。   

その表象世界に住んでいるのは他者だけではありません。そこには自分も住んでいます。自分自身

を振り返って見つめる鳥瞰的視点と再帰性能力を獲得した人間は、心の中で自分と出会い、自分を相

手に語り合うことができるからです。人の心は、現実の社会と表象の社会とが何層にも折り重なって

生み出 された生活空間の中で、他者だけではなく自己とも折り合いをつけて生きようとします。  

こうした人の心に特有な働きを「メンタライジング（mentalizing）」といいます。それは、他者と自
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分の心の世界に気づき、その心の世界を自分の心の中でしっかりと保持しうる能力です。他者も自分

も心の中に住まわせる強靭さと柔軟さがあることが、健康な心であるためには必要になるのです。有

能なメンタライジングを発達させるためには、乳幼児が生得的にもつ人と心を共有しようとする能力

と、人との有効な関わりが大切です。  

このゼミでは、メンタライジング能力とはどんなものなのか。子どものどんな生得的能力と、どんな

人との関わりがメンタライジング能力を育てていくのか、その仕組みと支援の仕方を一緒に考えてい

きたいと思います。  

今年度は、心に障害のある子どもの発達に焦点を当ててメンタライジングについて考えていきます。

発達に障害のある子どものメンタライジングの世界を、情動的な関わりを通して直接体験しようとす

る「二人称的アプローチ」を基盤にして学んでみようと思います。盲ろうの子どもたちを支援している

学校とも連携しつつありますから、可能な限り、目が見えなかったり、耳が聞こえなかったり、目にも

耳にも障害がある子どもたちとの接触もしてみたいですね。その体験は、健常な子どもとの接触では

わからない、人間の心の働きの不思議さを感じさせてくれるはずです。   

 

現代人の心理―現代人の個性と発達を考える 担当：小塩真司  火曜５限 

【授業概要】 

このゼミでは，現代社会を生きる人々の心理的個人差に注

目しつつ，身近に生じるさまざまな問題について研究してい

きます。心理的個人差には、パーソナリティ、価値観、思考

スタイル、嗜好など多岐にわたります。また身近に生じる問

題としては、これまでにも食生活、服装。読書、行動の改善

など多岐にわたる問題を扱ってきました。 

ゼミでの活動は主に、心理学的な研究方法の修得、文献の

講読と議論、ゼミ論に向けた研究の３つから成り立っていま

す。統計的な手法も徐々に身につけ、得られたデータに対して適切な分析が行えるようにしていきま

す。簡単なものであっても統計処理ができるということは社会でも必要とされる時代になっています。

数学が苦手でも、皆さんであれば自学自習で対応することは十分に可能です。インターネット上にも

多くの情報があるので、各自で参照してください。ゼミが決定次第、ゼミ開始までに学んでほしいこと

について指示を出します。 

3年生の前半では、方法論の修得や文献講読を行います。そして後半では、グループで研究活動を体

験してもらいます。実際に研究計画を立てて調査や実験を行い、1本の論文にまとめていきます。これ

はゼミ論の予行演習と考えてください。   

4年生ではゼミ論に向けた研究に取り組みます。日常の中での些細な疑問や，これまでに自分の中で

問題となってきたことを研究テーマに発展させていく場合もありますし，文献を読む中で新たな疑問

やテーマに出会い，そこから自分で発展させていく場合もあります。研究テーマを決めることは簡単

なことではありません。日常生活の中で多くのことに関心を抱き、追究しようとする姿勢を保ってく

ださい。過去には、大学院文学研究科心理学コースへの進学者もいます。取り組んだ研究をさらに追究

していきたい人は、ぜひ考えてみてください。 
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■「心身を生きる人間」論ゼミ■ 

超越と人間 担当：小村優太 火曜３限 

【授業概要】 

現代において私たちは、物質的な世界に生きていると言っても過言ではありません。目で見て、手で 

触ることのできる、堅固な「モノ」に取り囲まれて日々暮らしています。自然科学や科学技術の発展に 

伴い、物質的な世界に収まり切らないものは迷信や不合理として切り捨てられてきました。しかし一

方で、私たちは人間を超えたもの、目に見えないものへの憧れをいまだにもち続けています。それは魂

であったり、精神的（スピリチュアル）なものであったり、はたまた神であったりします。このゼミで

は、そういった「目に見える世界を超えたもの」にたいする人間の営みを幅広く取り扱います。   

人間を超えた存在とどう向き合うかという問題は、宗教だけでなく哲学においても古くから大きな

問題とされてきました。「善のイデア」、「不動の動者」、「一者」、「能動知性」、「世界の魂」等々。古来

から人間は、自らを超えたものを何とかして言葉によって（ときには言葉を捨てて）表現しようと努力

してきました。また一方で、物理学者や数学者のなかには、「普遍」や「数」や「無限」といった問題

と取り組むうちに、人間を超えた存在を取り扱わざるを得なくなった者たちもいます。コペルニクス

の地動説は彼の新プラトン主義的世界観に基づいており、ニ

ュートンは錬金術を研究し、20 世紀の数学者ゲーデルは「神

の存在証明」に挑みます。   

以上のようなことを踏まえながら、このゼミでは「宗教と哲

学」「超越と人間」「神秘思想」「スピリチュアリティ」「普遍

者」といったテーマを参加者の皆さんと学んでいくことにな

ります。 

 

心身論―こころの科学と東洋的実践を統合する 担当：宮田裕光 月曜５・６限 

【授業概要】 

現代においては、SNSによるコミュニケーションや

AI技術が発達し、私たちを取り巻く人間関係や社会

との関わり方が多様な変容を遂げていますが、私た

ちはやはり生身の身体を持ち、それに影響される存

在です。健康や幸福感、トラウマや心理療法などを

めぐる心の問題への関心の高まりにもみられるよう

に、心身から人間を捉える試みは、むしろますます

重要性を増しているといえます。こうした観点から、

このゼミでは、心理学や脳神経科学といった心を探求する学問を学び、人間の心身のさまざまなあり

方を研究しています。またそれらと並行して、主に東洋の身体的な実践や思想も参照し、統合的で調和

した「心身一如」の人間理解について考えています。 

・ゼミで扱うテーマ 

現代の私たち自身の諸問題から、哲学的な人間の問題まで、幅広い内容が含まれます。これまでのゼ

ミで扱ったテーマの具体例として、表情、幸福感、ストレス、笑い、SNS、読書、ヨガ、マインドフル
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ネス、武道、禅などがあります。これら以外にも、自分自身の生活体験や他者、社会との関わりを含め

て、現代を生きる人間の心や身体の多様なあり方に興味がある人は、自身の関心を手掛かりに学びを

進め、興味を拡げていくことができるでしょう。その意味で、前提として必要な予備知識はありませ

ん。 

・ゼミ活動について 

 3 年生では、基本のなる文献を講読したうえで、グループで心理学の実際の研究を体験します。ま

た、日本語に加えて英語での論文講読や、表計算・統計

ソフトなどの活用に馴染めるよう、基礎からポイントを

学びます。4年生では、各自のゼミ論文に取り組みます。

ゼミ論文は、心理学の調査、実験に基づくものから、ゼ

ミでの学びのまとめや文献を踏まえた論考まで、可能な

限り各自の希望に沿った対応をしたいと考えています。

また授業内で、身体的な実践のいくつかを、初めてでも

誰でも自然に楽しめる形で実際に体験する機会を作り

ます。それらを通して、ゼミ生相互の親睦を深めること

ができます。 

 

生命と人格―バイオテクノロジーの進歩と影響に直面して人間を考える 担当：村松聡 金曜５限 

【授業概要】 

現代は急速な変化の時代です。ITの急激な進展、SNSの普及

によって、コミュニケーションのあり方が変わり、生殖医療の

発展、遺伝子操作、クローン技術の進展などによって、人の体

すら遺伝子レベルで変容が可能になりました。こうした様々な

変革のなかで、私たちは自分が何もので、自分はなんであるの

かすらもはや自明ではなくなっています。混沌とした不安定な

世界で、私たち人間とは何であり、なにをよりどころとしてい

きていくのか、ゼミではこの問題を倫理的に考えていきます。 

次のような問いを取上げて、テーマとして議論していくこと

になるでしょう。 

・私たちの身体とは何か、どこまで操作してよいのか。 

・人間の生はどのような価値を持つのか。 

・死とは何か、人間は無限に生きたいのか。 

・個人の尊厳とは何か。何が個人の独自性か。 

・職業など社会的役割に尽きることのない個人のあり方はどこにあり、どのように実現できるのか。 

こうした問いを、生命倫理を中心とした様々な応用倫理の状況から取上げていくことになるでしょ

う。現代の具体的問題を取り上げながら、人間とはなにか、深く考えていくための倫理的、哲学的視点

と方法を学ぶことになります。 
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春学期時間割 

 

 

2018年度時間割（2019 年度以降は変更の生じる可能性があります） 
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秋学期時間割 
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 現代人間論系室より、論系室、カンファレンス室、ホームページ・ブログについてご案内します。 

 

１．現代人間論系室 

 

現代人間論系室は、３３号館 7階７０１号室にあります。 

開室時間中は、助教・助手が在室しています。 

みなさんからの相談を受け付けていますので、質問、不安なこと、 

気になったことなどありましたら、お気軽にお越しください。 

 

●場所：３３号館 7階７０１号室 

●開室時間：月～金曜 12：00～18：00 

●メール：human＊list.waseda.jp（＊を@に） 

●電話/ファックス：03-5286-3558 

 

 

 

 

２．現代人間論系カンファレンス室 

 

授業期間中の土曜日を除く平日 12 時から 18 時までのあいだで、ゼミや研究会等が入っていない時間を

現代人間論系の学生のみなさんに開放します。図書の閲覧やゼミや演習での発表の打ち合わせ、ミニ読

書会などに活用していただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現代人間論系室より 

グループ学習スペースや論系室独自の蔵書も

あります。 

カンファレンス室の様子。眺めがいいです。 
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３．現代人間論系ホームページとブログ 

 

講演会や読書会などのイベント、先生方が発表された著書、論系室やカンファレンス室の開室情報など、

現代人間論系にかかわる様々な情報を発信しています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        ホームページへのアクセスはこちらからもできます。 

 

 

いかがでしたでしょうか。現代人間論系に興味を持っていただけたでしょうか。 

ご不明な点や、もっと詳しく聞きたいことなどありましたら、ぜひ現代人間論系室にお越しください。 

お待ちしております！ 

【現代人間論系ホームページ】 

http://www.waseda.jp/gendainingen/ 

【現代人間論系ブログ『論系室だより』】 

http://blog.goo.ne.jp/ningenronkei 

こ
こ
か
ら
ブ
ロ
グ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。 


