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1 はじめに 

 

 

みなさん、こんにちは！現代人間論系についてご存知ですか？ 

この資料では、現代人間論系にはどのような授業があるのか、どのような先生方がいらっしゃるのか、

どのような研究が行われているのか等々、現代人間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。 

 

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

はじめに 



 

2 はじめに 

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 演習・テーマ 

「心身を生きる

人間」論 

【ゼミ】 心身論／生命と人格／超越と人間 

【演習】 宗教と共同体／現代日本と宗教／宗教と言語／身体理解の諸相／道徳意

識の研究／実存と他者の倫理／生命・医療の論理と倫理／こころとからだの関係を

考える／現代的人間観の論理と倫理 など 

「関係を生きる

人間」論 

【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】環境問題の論理と倫理／企業行動の論理と倫理／サイバー空間の論理と倫

理／消費社会の論理と倫理／スクールソーシャルワークの理論と実践／生きづら

さの論理と倫理／子どもの生活と子育て支援／現代人と職業／世代間交流の理論

と実践 など 

「発達を生きる

人間」論 

【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】ケーススタディの方法／現代人と家族／現代社会と心の機能／発達の生得

性と環境効果／青年期における逸脱行動／自己形成と無我／現代社会における心

理学の意義／心をしらべる／現代人と孤独 など 

「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／クィア・スタディーズ／ディスア

ビィリティと現代 

【演習】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／共在の技法

／現代人と福祉／福祉社会の臨界／貧困と社会的排除／生の詩学/生の解釈／不死

の様式／ケアと支援の福祉社会学／障害とクィアなど 

＊上記はあくまで 2019年 7月時点でのプログラム・演習テーマの一覧です。 



 

3 教員紹介 

 

 

現代人間論系に現在所属している 13名の教員と 2名の助手を紹介します。 

阿比留 久美 (Abiru Kumi) 

 

 

 

 

 

 

純度の高いぼーっとした時間がこよなく好きな、ちゃきち

ゃきしてない江戸っ子です。でも、ぼーっとしてなくても

色々抜けているので、「欠けたる人」として生きると決心し

て、迷惑をかけつつ、時にかけられつつ日々を送っていま

す。 

担当プログラム 

「関係を生きる人間」論プログラム 

専門分野 

教育学（社会教育、青年期教育）、ソーシャルワーク 

担当科目 

現代人と居場所、子ども文化と社会病理、子ども

の生活と子育て支援、子ども文化論 

研究紹介 

子ども・若者が大人へと育っていくときに重要な役割を果たす「居場所」について研究しています。人が育つとはどう

いうことか、どのような場所でどのような関係性のもとで子ども・若者はどのように育っていくのか、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ということを教育学的な視点と福祉的な視点から実践的

に考えています。 

現代人間論系への誘い 

あらゆる人々は現代の社会状況・価値・規範の影響を受け、また自らも社会状況・価値・規範をつくる一端をにないな

がら日々を生きています。現代人間論系は、現代（社会）と人間の関係を学際的に探究していくことができる場です。

ただ現代の社会から一方的に影響を受け、社会に対応／適応／順応して存在として人間を考えるのではなく、あってほ

しい社会や自分を創造していくことのできる存在としての人間のありようを一緒に考えていきましょう。 

ゼミ・演習紹介 

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

らえていくために、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

していきます。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。  

メール 

abiru93@waseda.jp 

研究室 

33 号館 1311 

教員紹介 



 

4 教員紹介 

 

石田 光規 (Ishida Mitsunori) 

 

3日間くらい引きこもるように研究し、1日ぱーっ

と発散するというサイクルで生活できるとこのう

えなく幸せに感じます。 

担当プログラム 

「関係を生きる人間」論プログラム 

専門分野 

社会学（ネットワーク論、人間関係論） 

担当科目 

親密圏の論理と倫理、サイバー空間の論理と倫理、

情報社会論、社会の変化と人間関係（ゼミ）ほか 

研究紹介 

人びとの人間関係について社会学的な視点から分析しています。人間関係においてココロがとりわけ

重視されるようになったのはなぜなのか、“つながりづくり”は果たしてうまくいくのか、孤立は回避

できるのか、といった問題関心を軸に研究を進めています。 

現代人間論系への誘い 

人間関係の実相を探っていくと、社会学のみならず、心理学、倫理学、福祉学などさまざまな視点が必

要になってまいります。たとえば、個人の選択・決定をどこまで許容するかという倫理学的な問題は、

現在の関係性に大きな影響を与えています。人びとの関係性をさまざまな視点から捉え直し、善き社

会とは何か一緒に考えて参りましょう。 

ゼミ・演習紹介 

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。 

メール 

ishida@waseda.jp 

研究室 

33 号館 1307 

  



 

5 教員紹介 

大久保  孝治 (Ohkubo Takaji) 

 
出身地：東京都大田区蒲田 

出身高校： 都立小山台高校 

趣味：散歩、読書、映画・音楽・美術・ＴＶドラマ

鑑賞、写真、俳句 

好物：とんかつ、蕎麦、珈琲、クリームソーダ 

担当プログラム 

「発達を生きる人間」論プログラム 

専門分野 

社会学 

担当科目 

講義：ライフストーリーの社会学、日常生活の社

会学 

演習：現代人と社交 

研究紹介 

現代社会における個人と個人の関係、個人と集団との関係、個人と全体社会との関係を社会学の視点

から探求しています･･･と書くと硬い感じがしますが、要するに、現代人の日常生活のさまざまな場面

をフィールドにして、そこで繰り広げられる人々の相互作用（コミュニケーション）のあり方を観察

し、社会学的な概念や理論によって記述・説明しようとしています。 

現代人間論系への誘い 

現代社会では、個人と集団との関係の希薄化（個人化）やパーソナル･メディアの発達・普及によって、

個人のアイデンティティが多元化し、個人と個人の関係は部分的なものになっている（なっていく）と

言われています。こうした状況は個人に自由と不安をもたらし、社会に流動性と不均衡をもたらしま

す。何ごとにも明るい面と暗い面があるわけで、明と暗の両方に目を向けながら、われわれの時代を生

き抜いていくための方法論についえ考えていきませんか。 

ゼミ・演習紹介 

ゼミ「現代人のライフストーリー」では、一般の人々へのライフストーリーインタビューを通して、現

代人が直面している人生問題について社会学的な考察を行っていきます。 

メール 

ohkubo@waseda.jp 

研究室 

39 号館 3階 2318 

  



 

6 教員紹介 

大藪 泰 (Oyabu Yasushi) 

 

神戸生まれの名古屋育ち、学生時代は野球に明け暮

れました。その縁で、自分がＯＢでもある早稲田大学

軟式野球部会長をしており、ゼミ生との縁で、アカペ

ラサークル Choco Crunch の会長もしています。 

担当プログラム 

「発達を生きる人間」論プログラム 

専門分野 

発達心理学、乳幼児心理学 

担当科目 

子どものこころ（発達心理学）、人間の発達と文化、

心をみる、発達の生得性と環境効果など 

研究紹介 

乳児がもつ生物としての「ヒトのココロ」が、文化を獲得した「人間の心」に変容する過程を研究して

います。「人間の心」を発生させる原動力は他者との共有世界の構築力にあるという仮説をもち、最近

は子どもの共同注意、静観能力、情動共有、模倣行動に注目しています。心の発生の視点から、乳児の

心の世界を体系的に整理することを目指しています。 

現代人間論系への誘い 

人間の心の仕組みや営みを心理学という限られた視点ではなく、哲学、社会学、教育学、社会福祉学、

文学、精神医学など多様な視点から捉え、心の世界を描き出そうという意欲がある諸君に最適な論系

です。実生活に根ざした人間論を展開したい人、人間の心の世界を進化の視点と文化の視点から幅広

く理解したい人、また社会との葛藤を経験し孤立に悩む人間がもつ生きる意味とは何かを考えたい人

は、是非この現代人間論系に進んでください。 

ゼミ・演習紹介 

ゼミでは、子どもの人との関係性の発達に関する研究テーマを扱います。4つの主要な視点を重視しま

す。健常児の発達の視点と発達障害児の発達の視点、そして進化の視点と文化の視点です。具体的な検

討課題はゼミ生の皆さんと一緒に考えましょう。恒例になった夏と冬の 2 回のゼミ合宿は、ゼミ生が

主体の楽しいメイン行事です。プレイルームでの行動観察体験や保育所などで子どもとの接触体験を

もっていただく予定です。 

メール 

oyabu@waseda.jp 

研究室 

33号館 1309 

  



 

7 教員紹介 

岡部 耕典 (Okabe Kosuke) 

 

ポスト団塊／オイルショック世代、京都生まれの

東京育ちのマージナルマンです。 

担当プログラム 

「多様性を生きる人間」論プログラム 

専門分野 

福祉社会学、障害学（ディスアビリティ・スタディー

ズ） 

担当科目 

ゼミ：ディスアビリティと現代 

演習：生きて働くことの臨界、福祉社会の臨界 

講義：障害学、福祉社会論、現代人間論系総合講

座 1,2 

研究紹介 

公共／交響する福祉社会の在り方とそのために必要な〈新たな福祉のかたち〉について考え／書いています。 

主なテーマとして、障害者の自立生活とパーソナルアシスタンス／ダイレクトペイメント、「自由の平等」のための社会

（福祉）政策／社会理論、当事者のガバナンスとセルフ・アドボカシーなど。主著書に、「障害者自立支援法とケアの自

律」、「ポスト障害者自立支援法の福祉政策」（明石書店）、共著に、「良い支援？」、「ズレてる支援！」（生活書院）編著

に、「パーソナルアシスタンス」（生活書院）など。共同編集している雑誌「支援」もどうぞよろしく。 

現代人間論系への誘い 

まなざすのではなく聴き発する問いこそが自足する「明晰」の世界を突き崩し、自らの生き方の〈窓〉をひらきます。

「現代」を surviveしていくためのしなやかでたくましい叡智を身につけてください。 

ゼミ・演習紹介 

「障害(disability)は社会的に構築されている（個人の属性ではない）」という考え方を「障害の社会モデル」と呼びま

す。私が担当する「ディスアビリティと現代」ゼミでは、「障害の社会モデル」を手がかりとし、加速する新自由主義と

閉塞する福祉国家を交響する公共圏へと再構築するために必要な「自由の平等」と新たな福祉のかたち（ケア・運動・

政策・制度的再分配）について、読み／調べ／考えていきます。現代人と福祉（春期演習）：就活や非正規雇用の“生き

づらさ”、若者の労働運動、能力主義や分配的正義、生活保護バッシングなどの福祉社会のイシューを参照しつつ、働く

ことを含む生き方の自由が生存の平等を棄損しない社会の在り方やそのために必要なシステムを構想する。 

福祉社会の臨界（秋期演習）：いのちを分ける、老い／呆けること、〈貧困〉問題のリアル、臨界を超えて、という４つ

のテーマを設定し、福祉社会の臨界にせめぎあうさまざまな課題について、講義や映像の視聴、ディスカッションを繰

り返しながら多面的に検討する。 

メール 

k_okabe@waseda.jp 

研究室 

33 号館 1306 



 

8 教員紹介 

小塩 真司 (Oshio Atsushi) 

 

愛知県出身。愛知県立一宮西高等学校卒業，名古

屋大学大学院修了。中部大学を経て，2012年より

早稲田大学へ。 

担当プログラム 

「発達を生きる人間」論プログラム 

専門分野 

発達心理学，パーソナリティ心理学 

担当科目 

人間発達論ゼミ（現代人の心理），大人のこころ（発

達心理学），個性の発達と差異，演習（現代社会と

心の機能），演習（現代人のアイデンティティーの

心理）など 

研究紹介 

人間の心理学的個人差とその発達について研究しています。 

研究業績については，研究室 webサイトの研究業績一覧を参照してください。 

現代人間論系への誘い 

現代人間論系はまさに「人間」について探求する場です。人間としての不思議さや悩みや苦しみ，楽し

さなど，どのような問題意識でも，様々なアプローチから取り組むことができます。現代人間論系で，

ぜひ幅広い視点を身につけてほしいと思います。 

ゼミ・演習紹介 

小塩ゼミでは心理学の研究方法を用いて，現代に生きる人々にまつわるさまざまな問題にアプローチ

します。ゼミでの活動を通じて，自分で問題を設定し，仮説を立ててそれを検証していく一連のプロセ

スを体験してもらいたいと思っています。多くのゼミ生は，研究の過程でデータ解析を扱うことを経

験しています。ゼミ論文集がカンファレンス室にありますので，興味のある人は手にとってみてくだ

さい。 

メール 

oshio.at@waseda.jp 

研究室 

33 号館 1305 

  



 

9 教員紹介 

草野 慶子 (Kusano Keiko) 

 

東京都出身。趣味はバレエ鑑賞とプロ野球観戦。 

担当プログラム 

「多様性を生きる人間」論プログラム 

専門分野 

20 世紀ロシア文学 

担当科目 

ゼミ「ジェンダーとセクシュアリティの視座」、演

習「不死の様式」、演習「生の詩学/ 生の解釈」「セ

クシュアリティ研究の実践」、講義「ユートピアと

性」 

研究紹介 

私の専門は、伝統的な学問の区分けに従えば、20 世紀初頭のロシア文学、芸術、思想です。また、地

域と時代、言語にとらわれない区分で言えば、近年はとくに、ジェンダー研究、セクシュアリティ研究

の領域に関心を深めています。 

現代人間論系への誘い 

現代人間論系では、ジェンダー研究、セクシュアリティ研究の領域で、学生の皆さんと出会えることを

楽しみにしています。 

ゼミ・演習紹介 

上に書きました通り、ゼミには主に、ジェンダー研究、セクシュアリティ研究に関心を持つ学生の皆さ

んの参加をお待ちしています。演習はもうちょっと、文学ブンガクしている・・・はずなのですが、受

講者の皆さんの関心領域にひっぱられて、どんどんずれていくのも楽しみです。 

メール 

kusano13@waseda.jp 

研究室 

39 号館 2605 



 

10 教員紹介 

小村 優太 (Komura Yuta) 

 
石川県金沢市生まれ。金沢大学教育学部附属高等

学校卒業。学部ではアラビア語を学び、大学院で

は比較文学比較文化に所属しました。格闘技が好

きで、ブラジリアン柔術を楽しんでいます。 

担当プログラム 

「心身を生きる人間」論プログラム 

専門分野 

中世アラビア哲学、宗教哲学、比較思想、思想史 

担当科目 

ゼミ「超越と人間」、講義「霊性と身体」「宗教思

想」、演習「宗教と共同体」 

研究紹介 

イブン・シーナー（アヴィセンナ）を中心とした、アラビア哲学を専門としています。専門分野的には

「魂」にかんする研究をおこなっています。またギリシアからアラビア地域への思想伝播、そしてイス

ラームにおける宗教と哲学、科学との関係性を取り扱っています。大きく枠を取れば、異なる文化、文

明のあいだでの思想の流れに興味をもっています。 

現代人間論系への誘い 

現代の日本に生きる私たちの多くは、宗教や思想といったものと一見すると無関係な日常を生きてい

るように感じられるかもしれません。しかし大上段に構えた「宗教」以外にも、様々な伝統や所作のな

かに宗教的なものは息づいています。私たちに身近なものを例にしても、初詣、お彼岸、お盆、ハロウ

ィン、クリスマスなどを挙げることができるでしょう。現代社会という物質的な世界の薄いヴェール

の下に横たわる、人間を超えた世界に触れてこそ、人間を学ぶことができると言えるでしょう・ 

ゼミ・演習紹介 

ゼミでは「超越と人間」というテーマで、人間を超えたもの全般を広く扱います。そこには伝統的な宗

教の世界から、精神的、スピリチュアルなもの、哲学思想、知性、魂、イデア、数の世界など、きわめ

て多様なものが含まれます。私自身は上にも書きましたように、アラビア哲学や古典哲学をベースと

して魂の問題を研究しています。現代は人間中心の社会ですが、その当然とされている世界にたいし

て、「ちょっと待てよ？」と立ち止まって考えてみたい方は、ぜひ一緒に学びましょう。 

メール 

yuta.com@waseda.jp 

研究室 

33号館 1303 

  



 

11 教員紹介 

御子柴 善之 (Mikoshiba Yoshiyuki) 

 
長野県出身。大学一年の演習ではカモシカと人間の

共生を取り上げました。自宅では、妻と猫（名前はソ

フィー）とともに生きています。 

担当プログラム 

「関係を生きる人間」論プログラム 

専門分野 

倫理学、カント哲学を中心としたドイツ近現代哲学 

 

 

担当科目 

社会倫理学、近代的人間観の論理と倫理 他 

研究紹介 

学生時代からカント哲学の研究をしてきました。 18 世紀のカント哲学が提起する問題は現代の哲学

的問題にも通じています。そこで、現在は、カント倫理学をひとつの手がかりとして、現代社会の諸問

題と向かい合い、尊厳ある人間の連帯を原理とする社会倫理学（カント的社会倫理学）を構想していま

す。 倫理学もまた哲学の一分野です。私たちが日常あたりまえと思っていることがらに正面から問い

を発します。私もこれまで「誠実さ」「善意」「尊厳」「人権」などのことがらを問題にし、それを手が

かりに環境問題対策、ボランティア活動、介護福祉、難民問題などについて考えてきました。 

現代人間論系への誘い 

「人間は理性的動物である」、「人間は未確定動物である」、「人間とは否と言えるものである」などな

ど、古来、哲学者たちは「人間とは何か」という問いを立て、それに答えてきました。現代社会におい

て諸問題に直面しつつ生きるみなさん自身は、「人間とは」という問いにどのような答えを見出すでし

ょうか。その手がかりを与えようとするのが、現代人間論系です。 

ゼミ・演習紹介 

演習「近代的人間観の論理と倫理」では、「近代的人間観にはどのような特色があるのか」という問い

を中心に、近代的人間像とその限界を考えます。演習「社会福祉の論理と倫理」では、「ケアとは何を

することなのか」という問いを立て、ケアという関係のもつ倫理的問題を考えます。ゼミ「プラクティ

カル・エシックス」は、現代社会の問題について、それのどこが「問題」なのかを明らかにしつつ、そ

の解決を諦めることなく、といって技術論に走るのでもなく、ひたすら批判的に議論を行います。 

メール 

mikoyuki@waseda.jp 

研究室 

33号館 1313 



 

12 教員紹介 

宮田 裕光 (Miyata Hiromitsu) 

 
奈良県出身。2017年より現職。趣味はリコーダー

で、大学のサークルに入部以来、バロック音楽か

ら現代の曲まで演奏しています。高校時代までの

趣味は昆虫採集、百人一首など。 

担当プログラム 

「心身を生きる人間」論プログラム 

専門分野 

実験心理学、認知科学、マインドフルネス 

担当科目 

講義「心身論」「生活世界と身体」など、演習「生

活世界・社会と身体」「他者と身体、身体から見た

人間」「こころとからだの関係を考える」など、ゼ

ミ「心身論」 

研究紹介 

心理学の実験、調査の方法を用いて、ヨーガ、瞑想、能、速読、マインドフルネスといった東洋的実践

による心身の変容とその機序について研究しており、今後それらをさらに学際的に展開していきたい

と考えています。これまでには鳥類やヒト幼児、成人の高次認知能力についての実験研究もおこなっ

てきました。 

現代人間論系への誘い 

「人間とは何か」という大きな問いは、何かひとつの学問分野だけで尽くせるものではありません。た

とえば自然科学である心理学や認知科学は、こころを直接の研究対象にしていますが、人間の在り方

の全体を統合的に理解するうえでは、哲学、文学、宗教学、教育学などとの対話や融合も必要になるで

しょう。このように人文学、社会科学、自然科学を横断する幅広い学びの機会があり、そのなかで人間

を考える切り口を見つけるチャンスが豊富に与えられているのが、現代人間論系の特色、魅力だと思

います。 

ゼミ・演習紹介 

ゼミでは、「こころとからだ」をキーワードに、人間のこころを扱う科学の在り方や、東洋の伝統的思

想がそれにどのような寄与をなしうるか、といったテーマを巡って考察を深めていきたいと考えてい

ます。演習は、心理学、認知科学における最近の論文を講読するものと、東洋的心身論や瞑想の脳研究

に関する著作を扱うものとを設けています。 

メール 

miyata@waseda.jp 

研究室 



 

13 教員紹介 

39号館 2601 

村松 聡 (Muramatsu Akira) 

 

 

 

学生の皆さんと、おいしい酒を飲んで、いいもの

を食べ、心地よいおしゃべりと議論ができれば幸

せです。 

担当プログラム 

「心身を生きる人間」論プログラム 

専門分野 

近現代哲学、倫理学 

担当科目 

講義：「応用倫理学」、「生命倫理」、演習：「道徳意

識の研究」、「現代人間観の論理と倫理」、「実存と

他者の倫理」など、ゼミ：「生命と人格」 

研究紹介 

専門は、近現代哲学、倫理学、そして生命倫理などの応用倫理学です。現在は、人格理解を中心に、人

間とは何か、哲学的観点から考えています。とくに身体、他者理解がその鍵となっていると思って研究

しています。倫理学の分野では、リベラリズムを超える倫理のあり方を考える必要性を感じています。

また、ヒトゲノムの扱い、インフォームド・コンセント、職能者の情報開示のあり方など広く情報をど

のように扱うか、その開示と管理の問題にも関心をもっています。 

現代人間論系への誘い 

21 世紀は、IT とバイオテクノロジーの時代と言われています。遺伝子操作や Internet による急激な

環境の変化に直面して、人間の身体とは何か、環境や他者との関係とは何か、現代に生きる私たちは問

われています。皆さんも、私たちと一緒に現代人間論系で「人間とは何か」考えませんか。 

ゼミ・演習紹介 

ゼミでは、生命倫理を中心として、人間とはなにか、を探求していきますが、二つのことを心がけてい

ます。まず、哲学的な深さを体得すること。そして、同時に、現実の問題に対する広いアンテナと関心

をもつこと。深く、広く、欲張ったゼミにしたい、と思っています。 

メール 

akira-muramatsu@waseda.jp 

研究室 

33 号館 1302 



 

14 教員紹介 

 

森山 至貴 (Moriyama Noritaka) 

 

 

担当プログラム 

「多様性を生きる人間」論プログラム 

専門分野 

社会学、クィア・スタディーズ 

担当科目 

「性的欲望・性的快楽を考える」、「共在の技法」、

「セクシュアリティの社会学」、「クィア・スタデ

ィーズ」、「愛の技法」、「クィア・スタディーズ入

門」 

研究紹介 

現代日本を生きるゲイ男性とそのコミュニティについて研究しています。また最近では、セクシュア

ルマイノリティとネオリベラリズムの関係について、「LGBT消費」や同性婚を題材に考察しています。 

現代人間論系への誘い 

大げさな表現になりますが、「人間」は文学や社会学などの個別の学問分野の中で論じ尽くせるもので

はありません。ましてやその内実が未だおぼろげな「現代」の「人間」となればなおさらです。現代人

間論系は学際的な教師陣、各種授業によって、「人間」を考察するという、大掛かりできわめて無謀な

営みを可能にする場を学生に提供します。好きであれ嫌いであれ「人間」が気になって仕方ない、とい

う学生のみなさん、どうぞ現代人間論系へ。 

ゼミ・演習紹介 

ゼミではクィア・スタディーズを学びます。性の考察の先にこの社会の公正さを構想する、という基本

線に忠実に、各ゼミ生の気になって仕方がないテーマを一緒に面白がりつつしっかりとした研究に仕

立てていくことになるはずです。担当する演習は「性的欲望・性的快楽を考える」「共在の技法」「ジェ

ンダー論の論理と倫理」「クィア・スタディーズ」「愛の技法」です。演習ごとに性とその周辺事象に対

し光を当てる角度が違うので、気になるものがあればぜひ履修してみてください。 

メール 

morin@waseda.jp 

研究室 

33 号館 1403 



 

15 教員紹介 

熱田 敬子 (Atsuta Keiko) 

 

講師（任期付き） 

専門分野 

社会学、ジェンダー論、フェミニズム 

担当科目 

「専門基礎演習」、論系演習「ケーススタディの方法」など 

研究紹介 

当たり前を疑う、という社会学の基本原理と、ジェンダー論はとても相性がよい学問です。人を性別によってたった二種類に分けられ

るという根拠のない確信は、私たちがあまりに自明視しすぎて疑わないことの一つだからです。そしてジェンダーとは権力構造と差別

の問題でもあります。私たちが、一人ずつ全く違う個性を持った人々を、たった二つの性別という箱に乱暴に放り込んで「カテゴリー

化」する時、それぞれの箱にいれられた人には異なる社会的資源が与えられるからです。  

社会学的な想像力は、私たちの間にあるこの線引きが、もし異なる形で引かれていたらどうだったかと考えることを可能にします。そ

の想像力を生み出すために、私はインタビューを主な研究手法としています。あなたのお話を聞かせてくださいとお願いし、耳を傾

け、なぜその人がそのような見方をするのかを考える時、私たちは他者の中にある経験の海を垣間見ることができます。それは本当に

魅惑的な体験です。時に、インタビュー協力者の前で自分の人間性が試される、ごまかしのきかない怖さもありますが、それだけにや

りがいがあるものです。  

現代人間論系への誘い 

現代人間論系のテーマは「ともに生きる」です。自分と異なる他者と生きる時、私たちは多かれ少なかれ、自分自身を変える必要に迫

られます。たいていは、この世の中であまり力を持っていない人、望むと望まざると相手に合わせることが多いでしょう。私が専門に

しているジェンダー論、フェミニズムの思想と運動は、それでいいのだろうかと考えてきました。 相手を思いやろうというのは簡単

です。実際のところ、どんな態度、どんな言葉、どんな行動、どんな社会の制度があれば本当に「ともに生きる」ことができるのか。

言葉だけではなく、ジェンダー、民族、背負う歴史、経済状況、学歴、職種、病気や障害の有無など、様々な違いの向こうに、「わた

し」の「普通」が普通だとは思わない人がいます。みんなが自分と違う人を尊重することができるようになれば、「わたし」も「あな

た」も、もう少し自由に生きられるかもしれません。そのために何ができるのか、一緒に考えてみませんか。 

ゼミ・演習紹介 

演習では「ケーススタディの方法」と、「社会福祉の論理と倫理」を担当します。「ケーススタディの方法」では、インタビューをはじ

め、質的研究法の面白さと初歩的な注意事項を学びます。「社会福祉の論理と倫理」では、日本における結婚制度について学びます。

結婚とは、愛情による結びつきだと思っている人が多いですが、実はそれ以上に私たちの社会の法と行政によって細かく規定された

「制度」であり、現代の日本では多くの社会福祉が婚姻によって生み出される家族を中心に設計されています。結婚制度自体が、実質

的に社会福祉の基礎制度の一つにされていると言っても過言ではありません。それは、私たちの生き方をどう制約するのでしょうか？  

メール 

retian@aoni.waseda.jp 

研究室 

33 号館 1304 



 

16 教員紹介 

 

石川 遥至 (Ishikawa Haruyuki)  

 

 

助教 

専門分野 

心理学（臨床心理学、感情心理学） 

研究紹介 

私は、抑うつ気分（憂うつ、落ち込み）への対処について研究しています。日常で落ち込むような出来

事を経験した時、それについていつまでも考え続けて、ますます落ち込んでしまうという経験がない

でしょうか。嫌な気持ちをぐるぐると反すうしてしまう習慣は、うつ病などの重篤な心の問題を引き

起こすことが示されています。この反すうへの対処の一つとして、「気晴らし」が挙げられます。しか

し、気晴らしは嫌なことから目を背けて問題を先延ばしにするだけだ、というような否定的な指摘も

あります。そこで私は、「嫌なことから目を背けない気晴らし」というものを提案できないかと思い、

研究を行っています。 

 

現代人間論系室からひとこと 

大学の醍醐味は、とにかく自由なことではないでしょうか。ぜひ、物怖じせずに様々なことに取り組ん

でみてください。一生の宝物となるような大学生活を送れるように、皆さんのお手伝いができればと

思います。これからよろしくお願いします。 

メール 

hayuruki@aoni.waseda.jp 

研究室 

33 号館 701 号室（現代人間論系室） 

 

 

 

 



 

17 教員紹介 

丸山 貴彦 (Maruyama Takahiko) 

 

 

 

助手 

専門分野 

教育学、異文化コミュニケーション 

研究紹介 

私の専門は教育学で、その中でも特に国際理解や異文化理解に関する研究をしています。主たる問題

関心は、地球規模で進行する様々な文明的な問題に対して、文化の視点から多角的に切り込み、教育の

役割ならびに可能性を改めて捉え直すことです。現在は、中国における太極文化に着目し、その根本的

な原理と教育伝承のあり方について研究・調査しています。 

現代人間論系室からひとこと 

現代人間論系のテーマである「ともに生きる」を体現していくためにも、多くの皆さんと語り合い、学

び合い、深め合うことのできる関係性を築いていきたいと思っています。大学生活において何か気に

なることがあれば、ぜひ気軽に論系室をお訪ねください。心よりお待ちしています。 

メール 

taka.maruyama@aoni.waseda.jp 

研究室 

33 号館 701 号室（現代人間論系室） 
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現代人間論系で開講されている授業を紹介します。2020年度には変更が生じることがあります。 

 

■講義 

授業名 担当教員 学期 曜日・時限 配当年次 

現代人間論系総合講座１（生命の尊厳と生活

の質） 

石田光規他/熱田敬子/

阿比留久美/大久保孝治

/大藪泰/岡部耕典/小塩

真司/小村優太/草野慶

子/御子柴善之/宮田裕

光/村松聡/森山至貴 

秋学期 水曜６限 １年以上 

現代人間論系総合講座２（現代人の精神構造） 森山至貴他/熱田敬子/

阿比留久美/石田光規/

大久保孝治/大藪泰/岡

部耕典/小塩真司/小村

優太/草野慶子/御子柴

善之/宮田裕光/村松聡 

春学期 水曜６限 １年以上 

宗教思想 小村優太 秋学期 月曜３限 １年以上 

キリスト教概説 廣石望 春学期 木曜３限 １年以上 

霊性と身体 小村優太 春学期 月曜４限 １年以上 

キリスト教図像学 武田一文 秋学期 火曜２限 ２年以上 

応用倫理学 村松聡 春学期 月曜５限 １年以上 

社会倫理学 御子柴善之 秋学期 木曜１限 １年以上 

哲学的人間学 石田安実 春学期 水曜４限 １年以上 

西洋近代思想 田原彰太郎 春学期 月曜２限 ２年以上 

公共性の哲学思想 浜野喬士 秋学期 水曜５限 ２年以上 

論理的思考法 小口裕史 春学期 金曜３限 １年以上 

論理学 秋吉亮太 秋学期 水曜２限 １年以上 

グローバル化と日常生活 大橋容一郎 春学期 水曜３限 １年以上 

コミュニケーション論 小藪明生 秋学期 水曜１限 １年以上 

消費社会論 畑山要介 春学期 金曜２限 ２年以上 

社会変動論 河野昌広 春学期 水曜２限 ２年以上 

日常生活の社会学 大久保孝治 春学期 木曜５限 １年以上 

ライフストーリーの社会学 大久保孝治 秋学期 木曜５限 １年以上 

子どものこころ（発達心理学） 大藪泰 春学期 火曜４限 １年以上 

大人のこころ（発達心理学） 小塩真司 秋学期 水曜２限 １年以上 

2019年度開講授業一覧 
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人間の発達と進化 福川康之 秋学期 金曜３限 ２年以上 

人間の発達と文化 大藪泰 秋学期 火曜５限 ２年以上 

子ども文化論 阿比留久美 秋学期 木曜２限 １年以上 

障害学 岡部耕典 春学期 木曜４限 １年以上 

福祉文化論 馬場清 春学期 金曜１限 １年以上 

ユートピアと性 草野慶子 春学期 火曜２限 １年以上 

愛と性の現象学 神田浩一 秋学期 水曜４限 １年以上 

生命倫理 村松聡 秋学期 火曜３限 １年以上 

個性の発達と差異 小塩真司 春学期 水曜２限 １年以上 

情報社会論 辻泉 秋学期 火曜１限 １年以上 

ジェンダーを知る 黒岩裕市 春学期 木曜６限 １年以上 

発達障害の心理臨床 伊藤英夫 春学期 木曜２限 ２年以上 

福祉社会論 岡部耕典 秋学期 火曜４限 １年以上 

セクシュアリティの社会学 森山至貴 春学期 火曜３限 １年以上 

クィア・スタディーズ入門 森山至貴 秋学期 火曜２限 １年以上 

脱植民地主義のジェンダー 熱田敬子 春学期 火曜５限 １年以上 

東アジアにおけるフェミニズム 熱田敬子 秋学期 木曜４限 １年以上 

心身論 宮田裕光 春学期 月曜３限 １年以上 

生活世界と身体 宮田裕光 秋学期 月曜３限 １年以上 

現代人と居場所 阿比留久美 春学期 木曜１限 １年以上 

「弱さ」を生きる 杉田俊介 秋学期 水曜３限 １年以上 

老いの政治 天田城介 春学期 月曜４限 １年以上 

グローバリゼーションと性 永山聡子 秋学期 水曜１限 １年以上 

エスニシティ論 明戸隆浩 秋学期 金曜２限 １年以上 

 

■現代人間論系演習 

授業名 担当教員 学期 曜日・時限 配当年次 

宗教と共同体 小村優太 春学期 月曜６限 ２年以上 

死生学と現代社会 浅見昇吾 秋学期 月曜２限 ２年以上 

宗教と言語 吉村均 春学期 水曜２限 ２年以上 

現代人のアイデンティティーの心理 小塩真司 秋学期 金曜２限 ２年以上 

セクシュアリティ研究の実践 草野慶子 秋学期 月曜３限 ２年以上 

ジェンダー研究の実践 北井聡子 春学期 水曜４限 ２年以上 

性的欲望・性的快楽を考える 堀江有里 春学期 水曜５限 ２年以上 

愛の技法 森山至貴 秋学期 木曜５限 ２年以上 

共在の技法 須永将史 秋学期 火曜２限 ２年以上 
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身体理解の諸相 吉田美和子 春学期 木曜６限 ２年以上 

道徳意識の研究 村松聡 春学期 木曜１限 ２年以上 

実存と他者の倫理 村松聡 秋学期 月曜２限 ２年以上 

生命・医療の論理と倫理 森禎徳 秋学期 木曜４限 ２年以上 

環境問題の論理と倫理 石田安実 秋学期 木曜３限 ２年以上 

企業行動の論理と倫理 内野好郎 秋学期 金曜６限 ３年以上 

消費社会の論理と倫理 廣瀬毅士 秋学期 水曜５限 ２年以上 

科学技術の論理と倫理 西川麻樹 秋学期 月曜５限 ２年以上 

親密圏の論理と倫理 平野直子 春学期 月曜３限 ２年以上 

サイバー空間の論理と倫理 酒井高広 秋学期 火曜１限 ２年以上 

こころとからだの関係を考える 宮田裕光 春学期 木曜５限 ２年以上 

他者と身体、身体から見た人間 宮田裕光 秋学期 木曜２限 ２年以上 

生活世界・社会と身体 宮田裕光 春学期 金曜４限 ２年以上 

スクールソーシャルワークの理論と実践 山田恵子 秋学期 火曜３限 ２年以上 

生きづらさの論理と倫理 草柳千早 秋学期 火曜２限 ２年以上 

ケーススタディの方法 熱田敬子 春学期 水曜３限 ３年以上 

現代人と家族 安藤藍 春学期 金曜４限 ２年以上 

現代人と職業 田ナビキ裕祐 春学期 金曜２限 ２年以上 

現代社会と心の機能 小塩真司 春学期 火曜１限 ２年以上 

発達の生得性と環境効果 大藪泰 秋学期 金曜４限 ２年以上 

心をみる 大藪泰 春学期 火曜２限 ２年以上 

自己形成と無我 越川房子 春学期 月曜２限 ３年以上 

子育ての文化比較 根ヶ山光一 春学期 木曜２限 ２年以上 

心をしらべる 鈴木公啓 春学期 月曜４限 ２年以上 

現代人と孤独 竹中均 秋学期 金曜４限 ２年以上 

現代人と社交 大久保孝治 春学期 火曜５限 ２年以上 

心の回復と成長 上野雄己 秋学期 木曜６限 ２年以上 

人間関係の生涯発達 川本哲也 秋学期 金曜５限 ２年以上 

現代社会における心理学の意義 武田美亜 春学期 火曜３限 ２年以上 

社会福祉の論理と倫理 熱田敬子 秋学期 水曜３限 ２年以上 

子ども文化と社会病理 阿比留久美 春学期 木曜２限 ２年以上 

世代間交流の理論と実践 齋藤史夫 秋学期 水曜２限 ２年以上 

クィア・スタディーズ 宮永隆一朗 春学期 木曜１限 ２年以上 

福祉社会の臨界 岡部耕典 秋学期 火曜２限 ２年以上 

貧困と社会的排除 大西連 秋学期 月曜４限 ２年以上 

エスノメソドロジーの方法 須永将史 春学期 火曜２限 ２年以上 
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調査データ 収集・分析の手法 高橋かおり 春学期 木曜１限 ２年以上 

近代的人間観の論理と倫理 御子柴善之 春学期 月曜５限 ２年以上 

生の詩学/生の解釈 草野慶子 秋学期 月曜１限 ２年以上 

生きて働くことの臨界 岡部耕典 春学期 木曜３限 ２年以上 

子どもの生活と子育て支援 阿比留久美 秋学期 木曜１限 ２年以上 

不死の様式 草野慶子 春学期 火曜１限 ２年以上 

現代的人間観の論理と倫理 村松聡 春学期 月曜２限 ２年以上 

障害とクィア 飯野由里子 春学期 木曜４限 ２年以上 
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 現代人間論系のゼミを紹介します（2018年度シラバスの授業概要を一部編集して作成）。 

 

■「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】 

子どもの発達は 2 つの視点からとらえることができます。個体能力の視点からとらえようとするものと、個体間の

関係の視点からとらえようとするものです。ここでの関係

とは、相手の心の世界への気づきに基づく間主観的な

関わりをさしています。例えば、関係発達論的な見方で

は、子どもの言葉の発達は養育者からの言葉かけによ

るというより、子どもと養育者との関係が深まっていく過

程で、両者のコミュニケーションをより豊かにする手段と

して言葉は発達していくと考えます。このゼミでは、こうし
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た人間に特有な「当たり前」の関係性の中で発達する子どもの心の世界を取り上げ、そこに「当たり前ではない」世

界があることを問題にします。そこにこそ人間の心の不思議な世界が展開する根源があると考えるからです。子ど

もの心は、他者との出会いをどのように必要としているのでしょうか。それはなぜでしょうか。そしてそこにはどんな

ダイナミズムが働いているのでしょうか。子どもと他者との関係の世界を丁寧に解きほぐす努力をともにしながら、

子ども心の不思議さに出合い、子どもの心を豊かに育てるものは何かを探ってみようと思います。 

 秋期は、3年生と 4年生の研究発表を素材にして、子どもの関係発達に対する理解を深めます。 

 

現代人の心理 担当：小塩真司 火曜５限 

【授業概要】 

現代人特有の心理的発達とはどのようなものなのだろうか。このゼミでは人びとの心理的個人差（性格・パーソ

ナリティ的側面や認知的側面）を重視しつつ，現代社会

を生きる人びとに共通する発達的変化について検討す

る。発達時期に関しては青年期以降の時期に注目する。 

 人間の性格にはどのような次元があるのか，どのように

把握されるのか，どこにその起源があるのか，どのように

変化していくのか，なぜ特定の性格の持ち主が適応・不

適応状態に陥るのか。ゼミでは大きくこのような問題意識

を持ちつつ，より詳細な個別の問題に取り組みたい。 

 

 

 

■「関係を生きる人間」論ゼミ■ 

 

子ども文化と居場所 担当：阿比留久美 火曜３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。 

 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
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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的なものも

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、⑤3・4 年生合同ゼミ、他ゼミとの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。 

 3年生、4年生合同での授業も予定していますので、3、4時間目の両方をあけておくようにしてください。 

 

 

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とともに大きく

姿を変えてゆきます。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。 

 

 

 

プラクティカル・エシックスー現代社会問題の倫理的性格を把握する 担当：御子柴善之 木曜５限 

【授業概要】 

 私たちは、ともに生きている。すなわち、他の人間と関係をもち、関係を構成しながら生きている。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るが、この行為規範に

対して問いを向け、その根拠に対して問い抜くのがこのゼミの内容である。 

 さて、行為規範は日常的には明確に意識されていない。それが意識されるのは、往々にして私たちが自分の生

きる社会に道徳的問題（環境問題、医療問題、介護問題など）を見出したときである。この観点から、行為規範

への問いは、「私たちの社会はどうあるべきか」という問いを誘発するだろう。他方、道徳的問題の意識は、そもそ
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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道徳的問題を的確に把握し、その解決の方向性を目が

けて考え抜く研究と、他方で、道徳的問題の抽象的

な根拠を考え抜いて、哲学的思惟の蓄積に接続す

る研究の二面をもつことになる。春期は、一冊の著

作を輪読するとともに、ゼミ生の要望があれば、いく

つかのグループ研究を組織し、グループ発表を準

備・実施する。（秋期も同様の作業を行う場合があ

る。）また、参加者が海外文献・新聞記事から見つけ

た倫理問題の紹介を紙面で行う。4 年生には、授業

時間外にゼミ論文指導を行う。全体として、学生相

互の討論などを通じて、ゼミ生が自らの研究テーマ

を確立し、それを追及することを課題とする。 

 

■「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】 

 現代において我々は、物質的な世界に生きていると言っても過言ではない。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る。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た。しかし一方で、我々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る（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…）。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

みを幅広く取り扱う。 

 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る。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」に挑戦した。 

 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と共に学んでゆく予定である。 
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心身論 担当：宮田裕光 月曜５限 

【授業概要】 

(1) ゼミの概要 

 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るが、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あ

る。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る。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

あり方を研究する。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察する。 

(2) 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る。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、マインドフルネス、武道、禅などがある。

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だろう。 

(3) ゼミ活動について 

 3 年生では、基本と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する。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、基礎から要点を学習する。また授

業内で、身体的実践のいくつかを、事前経験を問わず実際に体験する機会を設ける。それらを通して、心身に関

する実践的理解を深めるとともに、ゼミ生相互の親睦を図る。 

 

生命と人格 担当：村松聡 金曜５限 

【授業概要】 

 現代人間論系、「心身を生きる人間」論プログラ

ムの一つに位置づけられるゼミです。 

 人間の身体、コミュニケーションのあり方など現代の

倫理が直面する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

点と方法を身につけます。 
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■「多様性を生きる人間」論ゼミ■ 

 

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／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システ

ム（政策・制度）、家族やコミュニティ、人々の営みや想い（運動・思想・規範）の在り方を検討します。 

 3年春学期には、文献講読や映像の視聴とディスカッションを通じて、研究をすすめるうえで必要な概念やパー

スペクティブを身につけます。そこで獲得された問題意識に基づき各人が夏休みに自由研究を行い、秋学期の

報告とディスカッションを通じて互いの問題意識と関心領域を交差させることで、領域横断／重層的に学習を進

めます。 

 4 年進級前の春休みにゼミ論文の研

究・執筆計画案を作成し、4 年春学期

に練り上げていきます。秋期に執筆した

ゼミ論文を合評会において吟味し、ゼミ

論集及び研究室ホームページに掲載

する最終稿を作成します。2年間のゼミ

での学びを通じて、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 

 

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】 

春期 3限・ゼミ Aは、3・4年生合同ゼミとし、主に

文献講読、共通テーマに関する発表を行います。 

 2019 年度も、現代文化のジェンダー表象分析、

ジェンダー文化論（アート、文学、ファッション、美容

等とジェンダー）、性的表現の可能性、性的表現の

規制、性差別等の問題生殖、ART，再生医療 そ

の他の「性とユートピア／ディストピア」にかかわる主

題群、女性と男性のライフコースの諸問題、「性とア

イデンティティ」「性の多様性」といったテーマに取り

組んでいきます。 
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クィア・スタディーズ 担当：森山至貴 木曜３・４限 

【授業概要】 

3 限は 3 年生のみのゼミとなるので、文献講読を中心に

おこなう(ただし、春学期は 3年生は 4限にも参加してくださ

い)。                      

 受講生の興味・関心に即して柔軟に文献は選定するが、

基礎的な知識の取得のため、講読文献は「ジェンダー」「セ

クシュアリティ」「クィア」「差別」に関するものを担当教員が

指定する。 

 また、受講生の希望に応じて、個人の研究発表も柔軟に

設定することとする。 

 ゼミ全体を通じて、クィア・スタディーズが体現する広領域的・学融合的アプローチ(ディプロマポリシーより)を受講

生が体得することを重視する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現代人間論系のホームページでは、現役のゼミ生がそれぞれのゼミについて紹

介しています（現代人間論系ホームページについては、32ページを参照）。 

 

そのゼミではどんな研究をするの？ 

ゼミの雰囲気は？ 

ゼミのメンバーはどんな人？ 

合宿はあるの？ 

そのゼミに入って良かったことは？ 

ゼミ生の卒業後の進路は？       ・・・などなど 

 

シラバスからはわからないゼミの活動や様子が紹介されています。 

ぜひ、先輩たちの声も参考にしてください！ 
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春学期時間割 

 

 

 

学期 時限 月 火 水 木 金

現代人間論系演習（現代社会と
心の機能） : 小塩　真司

現代人と居場所 : 阿比留　久美 福祉文化論 : 馬場　清

現代人間論系演習（不死の様
式） : 草野　慶子

現代人間論系演習（道徳意識の
研究） : 村松　聡

現代人間論系演習（クィア・スタ
ディーズ） : 宮永　隆一朗

現代人間論系演習（調査データ
収集・分析の手法） : 高橋　かお
り

現代人間論系演習（現代的人間
観の論理と倫理） : 村松　聡

ユートピアと性 : 草野　慶子 個性の発達と差異 : 小塩　真司 発達障害の心理臨床 : 伊藤　英
夫

現代人間論系演習（現代人と職
業） : 田ナビキ　裕祐

現代人間論系演習（自己形成と
無我） : 越川　房子

現代人間論系演習（エスノメソド
ロジーの方法） : 須永　将史

現代人間論系演習（宗教と言語）
: 吉村　均

現代人間論系演習（子ども文化
と社会病理） : 阿比留　久美

消費社会論 : 畑山　要介

西洋近代思想 : 田原　彰太郎 現代人間論系演習（心をみる） :
大藪　泰

社会変動論 : 河野　昌広 現代人間論系演習（子育ての文
化比較） : 根ケ山　光一

「関係を生きる人間」論ゼミ(社会
の変化と人間関係）　（春期）　Ａ :
石田　光規

「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)　（春期）　Ａ : 草野　慶子

現代人間論系演習（ケーススタ
ディの方法） : 熱田　敬子

「多様性を生きる人間」論ゼミ
(クィア・スタディーズ)　（春期）　Ａ
: 森山　至貴

「多様性を生きる人間」論ゼミ
(ディスアビリティと現代)　（春期）
Ａ : 岡部　耕典

心身論 : 宮田　裕光 セクシュアリティの社会学 : 森山
至貴

グローバル化と日常生活 : 大橋
容一郎

キリスト教概説 : 廣石　望 論理的思考法 : 小口　裕史

現代人間論系演習（親密圏の論
理と倫理） : 平野　直子

「心身を生きる人間」論ゼミ（超越
と人間）　（春期） : 小村　優太

現代人間論系演習（生きて働くこ
との臨界） : 岡部　耕典

「関係を生きる人間」論ゼミ（子ど
も文化と居場所）　（春期） A: 阿
比留　久美

現代人間論系演習（現代社会に
おける心理学の意義） : 武田　美
亜

現代人間論系演習（心をしらべ
る） : 鈴木　公啓

「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)　（春期）　Ｂ : 草野　慶子

現代人間論系演習（ジェンダー
研究の実践） : 北井　聡子

「多様性を生きる人間」論ゼミ
(クィア・スタディーズ)　（春期）　Ｂ
: 森山　至貴

「多様性を生きる人間」論ゼミ
(ディスアビリティと現代)　（春期）
B : 岡部　耕典

「関係を生きる人間」論ゼミ(社会
の変化と人間関係）　（春期）　Ｂ
: 石田　光規

子どものこころ（発達心理学） : 大
藪　泰

哲学的人間学 : 石田　安実 障害学 : 岡部　耕典 現代人間論系演習（生活世界・
社会と身体 : 宮田　裕光

老いの政治 : 天田　城介 「関係を生きる人間」論ゼミ（子ど
も文化と居場所）　（春期） B: 阿
比留　久美

現代人間論系演習（障害とクィ
ア）　飯野　由里子

現代人間論系演習（現代人と家
族） : 安藤　藍

霊性と身体 : 小村　優太

「心身を生きる人間」論ゼミ(心身
論）　（春期）A : 宮田　裕光

現代人間論系演習（現代人と社
交） : 大久保　孝治

現代人間論系演習（性的欲望・
性的快楽を考える） : 堀江　有里

現代人間論系演習（こころとから
だの関係を考える） : 宮田　裕光

「心身を生きる人間」論ゼミ(生命
と人格）　（春期） : 村松　聡

現代人間論系演習（近代的人間
観の論理と倫理） : 御子柴　善之

「発達を生きる人間」論ゼミ(現代
人の心理)　（春期） : 小塩　真司

「発達を生きる人間」論ゼミ(子ど
もの関係発達論)　（春期） : 大藪
泰

「発達を生きる人間」論ゼミ(現代
人のライフストーリー)　（春期）
Ａ : 大久保　孝治

応用倫理学 : 村松　聡 脱植民地主義のジェンダー : 熱
田　敬子

「関係を生きる人間」論ゼミ(プラ
クティカル・エシックス)　（春期） :
御子柴　善之

日常生活の社会学 : 大久保　孝
治

「心身を生きる人間」論ゼミ(心身
論）　（春期）B: 宮田　裕光

現代人間論系総合講座2（現代
人の精神構造） : 石田　光規　他
@熱田　敬子@阿比留　久美@大
久保　孝治@大藪　泰@岡部　耕
典@小塩　真司@草野　慶子@小
村　優太@御子柴　善之@宮田
裕光@村松　聡@森山　至貴

ジェンダーを知る : 黒岩　裕市 「発達を生きる人間」論ゼミ(現代
人のライフストーリー)　（春期）　B
: 大久保　孝治

現代人間論系演習（宗教と共同
体） : 小村　優太

現代人間論系演習（身体理解の
諸相） : 吉田　美和子

春学期

4

5

2

3

1

6

2019年度時間割（2020 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 

 

学期 時限 月 火 水 木 金

現代人間論系演習（生の詩学／
生の解釈） : 草野　慶子

情報社会論 : 辻　泉 グローバリゼーションと性 : 永山
聡子

社会倫理学 : 御子柴　善之

現代人間論系演習（サイバー空
間の論理と倫理） : 酒井　貴広

コミュニケーション論: 小藪　明生 現代人間論系演習（子どもの生
活と子育て支援） : 阿比留　久美

現代人間論系演習（死生学と現
代社会）: 浅見　昇吾

現代人間論系演習（生きづらさの
論理と倫理） : 草柳　千早

現代人間論系演習（世代間交流
の理論と実践） : 齋藤　史夫

現代人間論系演習（他者と身
体、身体から見た人間） : 宮田
裕光

エスニシティ論 : 明戸　隆浩

現代人間論系演習（実存と他者
の倫理） : 村松　聡

現代人間論系演習（福祉社会の
臨界） : 岡部　耕典

論理学 : 秋吉　亮太 子ども文化論 : 阿比留　久美 現代人間論系演習（現代人のア
イデンティティーの心理） : 小塩
真司

キリスト教図像学 : 武田　一文 大人のこころ（発達心理学） : 小
塩　真司

クィア・スタディーズ入門 : 森山
至貴

現代人間論系演習（共在の技
法） : 須永　将史

生活世界と身体 : 宮田　裕光 生命倫理 : 村松　聡 「弱さ」を生きる : 杉田　俊介 現代人間論系演習（環境問題の
論理と倫理） : 石田　安実

「多様性を生きる人間」論ゼミ
(ディスアビリティと現代)　（秋期）
Ａ : 岡部　耕典

現代人間論系演習（セクシュアリ
ティ研究の実践） : 草野　慶子

「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)　（秋期）　Ａ : 草野　慶子

現代人間論系演習（社会福祉の
論理と倫理） : 熱田　敬子

「多様性を生きる人間」論ゼミ
(クィア・スタディーズ)　（秋期）　Ａ
: 森山　至貴

人間の発達と進化 : 福川　康之

「関係を生きる人間」論ゼミ(社会
の変化と人間関係）　（秋期）　Ａ :
石田　光規

「心身を生きる人間」論ゼミ（超越
と人間） （秋期） : 小村　優太

宗教思想 : 小村　優太 「関係を生きる人間」論ゼミ（子ど
も文化と居場所）　（秋期）A : 阿
比留　久美

現代人間論系演習（スクールソー
シャルワークの理論と実践） : 山
田　恵子

現代人間論系演習（貧困と社会
的排除） : 大西　連

福祉社会論 : 岡部　耕典 愛と性の現象学 : 神田　浩一 東アジアにおけるフェミニズム :
熱田　敬子

「多様性を生きる人間」論ゼミ
(ディスアビリティと現代)　（秋期）
Ｂ : 岡部　耕典

「関係を生きる人間」論ゼミ(社会
の変化と人間関係）　（秋期）　Ｂ
: 石田　光規

「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)　（秋期）　Ｂ : 草野　慶子

現代人間論系演習（生命・医療
の論理と倫理） : 森　禎徳

現代人間論系演習（発達の生得
性と環境効果） : 大藪　泰

「関係を生きる人間」論ゼミ（子ど
も文化と居場所）　（秋期）B : 阿
比留　久美

「多様性を生きる人間」論ゼミ
(クィア・スタディーズ)　（秋期）　Ｂ
: 森山　至貴

現代人間論系演習（現代人と孤
独） : 竹中　均

「心身を生きる人間」論ゼミ(心身
論）　（秋期） A: 宮田　裕光

人間の発達と文化 : 大藪　泰 現代人間論系演習（消費社会の
論理と倫理） : 廣瀬　毅士

「発達を生きる人間」論ゼミ(子ど
もの関係発達論)　（秋期） : 大藪
泰

「心身を生きる人間」論ゼミ(生命
と人格）　（秋期） : 村松　聡

現代人間論系演習（科学技術の
論理と倫理） : 西川　麻樹

「発達を生きる人間」論ゼミ(現代
人の心理)　（秋期） : 小塩　真司

公共性の哲学思想 : 浜野　喬士 「関係を生きる人間」論ゼミ(プラ
クティカル・エシックス)　（秋期） :
御子柴　善之

「発達を生きる人間」論ゼミ(現代
人のライフストーリー)　（秋期）
Ａ : 大久保　孝治

現代人間論系演習（愛の技法） :
森山　至貴

現代人間論系演習（人間関係の
生涯発達） : 川本　哲也

ライフストーリーの社会学 : 大久
保　孝治

「心身を生きる人間」論ゼミ(心身
論）　（秋期）B: 宮田　裕光

現代人間論系総合講座１（生命
の尊厳と生活の質） : 森山　至貴
他@熱田　敬子@阿比留　久美@
石田　光規@大久保　孝治@大藪
泰@岡部　耕典@小塩　真司@草
野　慶子@小村　優太@御子柴
善之@宮田　裕光@村松　聡

現代人間論系演習（心の回復と
成長） : 上野　雄己

「発達を生きる人間」論ゼミ(現代
人のライフストーリー)　（秋期）　B
: 大久保　孝治

現代人間論系演習（企業行動の
論理と倫理） : 内野　好郎

秋学期 1

4

5

6

2

3
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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 

●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。 

 

 

 

 

  

 

 

 

        ホームページへはこちらからもアクセスできます。 

 

 

 

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ましたか？ 

わからないこと、もっと詳しく聞きたいことなどありましたら、ぜひ一度現代人間論系室までお越しく

ださい。 

みなさまを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
。 


