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授業内容 

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 

 

シラバス 

【3 年生】 

春期：文献講読とディスカッションを通じて基本概念や理論等を学びます。 

秋期：文献研究やフィールドワーク等を通じて各人の問題意識を掘り下げ自由研究を行います。 

【4 年生】 

 春期：文献講読や合同ゼミへの参画及びゼミ論の予備研究を行います。 

 秋期：ゼミ論を執筆／完成させて、報告会を開催／ゼミ論集を作成します。 

 

春の合同ゼミ・グループディスカッション 

担当教員 科目名 

 

岡部 耕典 

福祉社会論ゼミ(ディスアビリティと現代) 

 

プログラム：福祉社会論 

 

10 
定員 

 

13名程度 

 

担当教員 科目名 

 

岡部 耕典 

「多様性を生きる人間」論ゼミ(ディスアビリテ

ィと現代) 

プログラム：「多様性を生きる人間」論 

 

1 
定員 

 

12名程度 
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教科書・参考文献 

確定メンバーの志望動機や関心領域などを踏まえて決定したいと思います。 

（講読文献は原則としてコピーで配布します） 

 

【参考】2019 年春学期のゼミ A クラス講読文献 

■排除と差別 

排除と差別の社会学を考える基本をめぐって（好井裕明）  

排除・差別問題における当事者とは誰か（倉石一郎）  

同性愛への「寛容」をめぐって（風間孝）  

ユニークフェイス・レボリューション（石井政之）  

「ひきこもり」について考える／「私」を振り返る（石川良子）  

「外国人」とは誰か（佐々木てる）  

■障害学 

障害学の歴史と変遷（秋風千恵）  

平等派でも差異派でもなく（石川准）  

障害学と文化の視点（倉本智明）  

ろう文化とろう者コミュニティ（木村晴美）  

■家族とケア 

ジェンダー家族のポリティクス 家族と性愛の「男女平等」 主  

義を疑う（牟田和恵）  

性愛の多様性と家族の多様性 レズビアン家族・ゲイ家族（釜野  

さおり）  

人工妊娠中絶と女性の自己決定権（三輪和恵） 

女性と障害者 ―女で障害者の私が、女の運動の中から考えること（米津知子） 

合同公開ゼミ 

 ３年生のゼミは原則として３時限の A クラスですが、各学期５回程度の授業は３・４時限通しで３・

４年生全員が参加する合同公開ゼミを行います。（原則として３・４時限に他の授業の科目登録を行わ

ないでください） 

 

【参考】2019 年度春期の合同公開ゼミ 

 観る×聴く×考える①  差別と排除／セクシュアルマイノリティ／家族 

映画『チョコレート・ドーナツ』の視聴を通じて、家族とはなにか・排除と差別・

多様な生を棄損しない社会の在り方について考える 

観る×聴く×考える② 障害／運動／エスニシティ 

ゲストスピーカーとして、崔栄繁氏（DPI 日本会議）、Chano 

Park 氏×大野眞理氏(Seoul Center for Independent Living)を

迎え、韓国と日本／私と障害者運動、外国人障害当事者と結婚し海外で暮らすことについて考える 

観る×聴く×考える③  セクシャリティ／ジェンダー／運動 

映画『ハーヴェイ・ミルク』の視聴とゲストスピーカー・伊藤悟氏×梁瀬竜太氏（すこたんソーシ

ャルサービス・ゲイ当事者カップル）を通じて、〈当事者運動〉、家族とはなにかについて考える 



4 

 

評価方法 

【3 年生】平常点及び課題によって評価します。 

【4 年生】平常点及び春期末・秋期末のゼミ論報告を含むゼミ論への取り組みによって評価します。 

 

関連 URL 

・岡部耕典研究室 http://www.f.waseda.jp/k_okabe 

 担当授業一覧、履修モデル、過去のゼミ論文（全文）、学内外の講演会等のお知らせ等を掲載。 

・Facebook 岡部耕典  https://www.facebook.com/kosuke.okabe.31  ※閲覧は友だち限定 

教員の活動の紹介、情報提供、ゼミイベントの写真掲載など。ゼミ卒業生も多数登録。 

 

授業実施曜日・時限 

金曜日 3.4 限 

3 年生は 3 限、4 年生は 4 限に自動登録されますが、3.4 年が別々に授業を行う場合と 2 時限連続で合

同授業を行う場合がありますので、3 限と 4 限に他の授業の履修登録をしないでください。 

 

備考 

・春学期の終わりと年末に懇親会、夏休みに合宿を行う予定です。（話合いで決めます） 

・ゼミ論集を作成します。ゼミ論は全文が研究室ホームページに掲載されます。 

 

選考方法 

 ゼミ志望理由書と 2 年春学期までの履修科目・成績を参考にして選考します。（必要に応じ面接を行う

場合があります。その場合は、waseda-net のアドレスに個別に連絡します。） 

  

参考 これまでのゼミ論文一覧 

★研究室 HP から全文が読めます★ 

   

http://www.f.waseda.jp/k_okabe/semi-theses/ 

 

2018 年度 

ロシア人は何故乞食に金銭的援助をするのか？ 

学校危機対応のあり方 ―４種のヘルパーを中心に― 

働くシングルマザーの貧困 

未就学児を持つ家庭に対する地域における子育て支援のあり方について 

医療的ケア児への望ましい支援の在り方 ―「制度の谷間」解消に向けて― 

児童虐待と現代社会の生きづらさ ―個性を認める社会を目指してー 

性の多様性が認められる社会になるために ―同性婚をアメリカとの比較から考える― 

ひとり親家庭の貧困に対する求められる支援や社会の在り方 

高等教育の機会不均等と奨学金制度の課題 ―子どもの貧困問題を手がかりとして― 

障害のある人もない人もともに働く職場を目指して ―「ディーセント・ワーク」を手がかりに考えるー 

真の「働き方改革」の実現に向けて ―正社員と非正規労働者の抱える課題から― 

http://www.f.waseda.jp/k_okabe
https://www.facebook.com/kosuke.okabe.31
http://www.f.waseda.jp/k_okabe/semi-theses/
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日本のセーフティネットの在るべき姿 ―生活保護から考える― 

日本人と「集団主義」 ―「学校集団主義」に着目して― 

楽しく子育てができる社会の実現に向けて ―「育児不安」を手がかりに― 

高齢者の貧困と介護保険制度の課題 

日本の高齢者介護のあるべき姿 ―スウェーデンとの比較を通して― 

地方の中学不登校生徒の現状と進路 ―青森県と富山県でのインタビューを基にして― 

「軽度発達障害者」の生きづらさ ―制度と現実の狭間で― 

日本人と労働 ―日本人に合った労働政策を考えるー 

女性が働きやすい環境の実現に向けて ―望んだライフコースを選択するために― 

べーシックインカム制度案を考える ―最低生活保障がもたらす希望― 

2017 年度 

セルフヘルプグループ(SHG)論の批判的検討 ―ひきこもりサミットの「当事者研究」を通じて― 

終末期におけるケア選択 ―望ましい最期を迎えるために― 

発達障害者の困難を取り除く＜私たち＞の合理的配慮 

女性のより良い働き方 ―出産・育児・家事にとらわれない社会進出― 

サッカーと人種差別 ―人種差別無き J リーグへの改善策を探る― 

奨学金制度のあるべき姿 ―学生のための奨学金制度とは― 

子どもの貧困と教育格差 

児童虐待家族支援の行方 ―多様な家庭のあり方を求めて― 

共生社会の形成に向けて ―特別支援教育のこれから― 

承認不安と現代の若者 

ハウジングプアを脱するために ―住宅政策とシェアハウスを通じて― 

多様な生き方を認めるパートナーシップ制度 ―フランスとの比較から考える日本の在り方― 

性の多様性が認められる社会を作るために ―ジェンダー教育から考える― 

「自己決定権」のあり方を考える ―尊厳死法制化・出生前診断をめぐる問題を中心に― 

義務教育における障害児教育のあるべき姿 ―共生社会の実現のために― 

日本における子どもの貧困問題と社会の在り方 

大学生のリアルと SNS でのキャラの違い ―ゴフマンの概念を用いて― 

ひとり親家庭を取り巻く状況と求められる支援 ―仕事と家庭の両立に向けて― 

2016 年度 

日本の子どもが貧困から抜け出すためには 

近代家族の閉塞とあるべき〈家族〉の形 

尊厳死の法制化と自己決定権 ―選択する自由によって安らかな死を迎える 

障がい者スポーツビジネスと障がい者理解 ―日本のブラインドサッカーによる取り組みから考える 

交通と接遇から見るバリアフリーの限界と今後の展望 ―知的・発達・精神障害に焦点を当てて 

高齢者虐待に向きあう ―認知症高齢者とその養護者に着目して 

自らの労働を搾取されないために ―ブラック企業から抜け出すための政策の考察 

日本の男女共同参画とポジティヴ・アクション ―より高い実効性の確保に向けて 

現在の日本の新卒採用システムの特徴と問題点  

―今後新卒採用システムや若者の労働環境はどのように変化していくべきか 
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障害者スポーツの在り方 ―障害者理解のために 

大学進学の支援制度における課題と打開策 

家族再考 多様化する家族と求められる支援 ―高齢者ケアを中心に 

女性の社会参画をめぐって ―男女の雇用から考える 

高齢者雇用の意義とは何か  

―シルバー人材センターによる高齢者雇用は高齢者の生きがいと社会とのつながりに貢献しているか 

介護殺人防止の観点から考える家族介護者支援 ―「ケアラー支援推進法案」は介護殺人防止に繋がるのか 

日本の奨学金制度はいかにあるべきか 

「ひきこもり」問題をめぐる視点の変化とその背景 ―「若者」の問題から「大人のひきこもり」の問題化へ 

2015 年度 

若者のひきこもり ―生きづらさの解消 

尊厳死をめぐって ―死の自己決定権と合法化 

耳の聞こえない世界とは ―文化、コミュニケーション、社会から見るろう世界 

障害当事者とその家族―真の「自立」を叶えるために 

ディズニー映画にみる人種差別・女性差別 

〈余暇活動〉とは何か ―知的障害者の社会参加という観点から 

障害者雇用のあるべき姿を考える ―共に働く社会を目指して 

若者と高齢者の関係性 ―高齢者の存在は“負担”なのか 

日本における若年介護者の問題 ―イギリスのヤングケアラーの現状と対策をふまえて 

セクシュアル･マイノリティのノーマライゼーション ―フィクションを通して見えるもの 

現代日本の生きづらさ ―女性の貧困から考える 

障害者と共に生きていく 

2014 年度 

スポーツ障害を通して競技者を取り巻く環境を考える 

福祉へのまなざし ―生活保護バッシングから見えてくるもの 

ホームレスを生み出した社会とあるべき支援 ―THE BIG ISSUE とスープの会から見る支援のバランス 

子どもの自治が貫かれた自然体験活動の可能性 ―アニマシオンを手がかりに見る 

児童虐待における社会的養護の現状とその課題 ―これからの社会的養護のあるべき姿とは 

「障害の社会モデル」と内なる障壁 ―予測する不幸より振り返る幸福を  

まなざされる身体 ―ユニークフェイス、見た目の問題を見つめ直す 

ゆとり教育は否定されるべきものか ―学習指導要領とＰＩＳＡの結果からみるその是非 

新卒一括採用制度はあるべきか ―学生が前向きに就職するために今必要なこととは 

早稲田大学におけるバリアフリー問題について ―誰しもに開かれた学びの場としての大学とは  

「障害者文化」の共生に向けた可能性 

ひとり親家庭の抱える問題とその支援 ―ひとり親家庭が自立するには 

セクシュアル・マイノリティのカミングアウト ―性の多様性が認められる社会を目指して 

2013 年度 

これからの家族と社会保障 ―少子高齢化社会を超えて 

累犯高齢者はなぜ増え続けているのか  ―再犯防止には何が必要なのか 

「産みやすい社会」とは ―労働の多様性に向けて 
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「生きづらさ」解消へ向けて ―ベーシック・インカムの可能性を探る 

遊びが病児の暮らしに与える効果 ―二つの活動から考える 

ロマンチックラブイデオロギーからの解放に向けて ―結婚をめぐる言説と制度の歴史 

発達障害児の社会適応とオーケストラ ―ベネズエラの音楽教育、エル・システマから考える 

共生の足場としての地域 ―地域モデルから考える 

ほんとうの幸福とは何か ―『絶望の国の幸福な若者たち』の批判的再検討から  

看取る側から考える死の受容 ―終末期医療と生命倫理をめぐって 

人工妊娠中絶を減らすために ―国、社会、個人ができること 

学校におけるいじめへの対応 ―子どもの心身を守るには 

声を上げられる社会 ―「強姦」・「慰安婦」の問題を中心に 

児童虐待を防止するために必要な支援 ―親子への支援と家族の再統合 

よりよい特別支援学級の在り方 ―発達保障とインクルーシブ教育を手掛かりとした新たな可能性 

日本における外国人労働者問題 

2012 年度 

政治参加における討論型世論調査の有効性と地方自治体による市民参加の取り組みの重要性 

「ハンセン病」を語り継ぐ意義 ―差別に抗する人権教育として 

発達障害と「少年犯罪」 

地域に「雇用」を生む仕組みを考える ―発展途上国における取り組みからの考察 

DI 児の望ましい福祉 ―非配偶者人工授精で生まれた子どもたち 

現代における新たなコミュニティの形とは ―「ゆるやかなつながり」を求めて 

不幸な中絶を減らすために 児童虐待と現代社会 ―女性がひとりで子どもを産んで育てられる社会 

働きたい女性が働きやすい社会とは ―デンマークと日本の比較から見る子育て支援・雇用・教育 

難病者福祉 ―病者の生の実際と新たな支援のかたち 

子ども・若者の貧困 ―ベーシック・インカムとスクールソーシャルワークの可能性 

2011 年度 

「ＡＬＳ患者の尊厳死」をめぐって ―よりよく生きられる社会の在り方を考える 

障害者スポーツとノーマライゼーション 

見過ごされたケアの責任と平等 ―リベラルな依存の公共哲学 

ロシアの社会福祉 ―体制転換期の高齢者の生活 

「若者」の貧困と社会的排除に関して 

現代における大学生の就職問題と労働への意義 ―望ましい就職、支援とは 

児童虐待と現代社会 

知的障がい者との共生社会の実現 

セクシャル・マイノリティの暮らしやすい社会を求めて ―同性婚、ドメスティック・パートナー制度を通じて 

日本における望ましい地域福祉  ―スウェーデンとの比較からみる家族介護・ホームヘルプ 

「無縁」にならず生きていけるような社会とは 

生活保護ケースワーカーのあるべき姿について 

知的障害当事者の生活の支援と地域社会 ―えびすぱれっとホームとたこの木クラブの生活を比較して 

望ましい災害ボランティアの在り方 ―阪神・淡路大震災と東日本大震災を通して 

望ましい介護のあり方とは ―認知症高齢者の在宅介護を通して 
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2010 年度 

現代の家族とこれからの家族福祉 

セクシュアル・ハラスメントと行為遂行性((パフォーマティビティ)  

―キャサリン・マッキノンとジュディス・バトラーの議論を通じて 

医療観察法の問題点と犯罪を犯した精神障害者の処遇の在り方 

障害者の脱施設化および地域自立生活の意義 

義務教育における特別支援教育とインクルーシブ教育の意義 ――将来がひろがる教育とはなにか 

集団生活を送る場としての学校のあり方 ――現代のいじめ問題から見る子どもたちの変化 

鉄道における交通弱者支援の現状と課題 ――高齢者や障害者の外出促進に向けた一考察 

日本の社会保障のあるべき姿についての一考察 ――弱者にとってよりよい社会支援の在り方を求めて 

 

 

                          夏のゼミ合宿 

 
年末の懇親会 
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授業内容 

【３年生】 

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。 

2019 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、現代社会におけるジ

ェンダーとセクシュアリティをめぐる具体的問題の検討を、様々な論文を読み込みつつ、グループディ

スカッションを行いました。さらに共通テキストを講読しつつ、主として西欧社会における「恋愛」の

歴史を学び、その概念の変容を現代日本社会の恋愛の諸相とつなげて論じる、という試みを個人発表形

式で行いました。「恋愛」研究は、秋期も継続予定です。 

2020 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、性的表現の自由と規制の問題、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。 

 

なお、過去４年度分のゼミ論題目は以下の通りでした。参考にしてください。 

【2015 年度】 

「わたしたちはなぜロリータを着るのか――嶽本作品から探るロリータという夢の世界」「化粧の持つ可

能性――新しい『男らしさ』『女らしさ』」「女子力の本質とは そこから考察する日本のあるべき姿――

料理男子は高評価？ サラダをとり分けるのは女子の役目？」「萩尾望都『トーマの心臓』、『残酷な神が

支配する』が描く親子関係の比較と変遷」「日本におけるセクシュアル・マイノリティの理解を深めるた

めの学校教育の在り方とは？――誰もが住みやすい社会を目指して」「就労環境とジェンダー」「ポルノ

グラフィの未来を考える――差別と『表現の自由』」「ディズニープリンセス作品に表象されるジェンダ

ー像の変遷」「家族のあり方の変化とその意義」「同性愛者の現在、これから――その人権を守ることは

他の弱者を守ることへとつながる」「映画が表現するジェンダーの可能性――映画とジェンダー」「アイ

ドルらしさおよびアイドルの受容のされ方の変遷」「学校教育における性的マイノリティ」「すべてのア

スリートにとって生きやすい社会とは――女性アスリートの生きづらさ」「生殖補助技術・遺伝子操作の

これから」「母性とこれからの子育て――日本の女性とこれからの子育て」 

【2016 年度】 

「現代人の未婚化と恋愛至上主義社会――人々の求める『幸せ』とは」「童貞言説と童貞文学」「ビジネ

スとしての LGBT 市場――LGBT に向き合う企業」「『オタク』から見た『アイドル』とジェンダー」「お

笑いとジェンダー」「『戦闘ヒロイン』と『守られるヒーロー』にみるヒロイン像とヒーロー像の変化」

担当教員 科目名 

 

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) 

プログラム：「多様性を生きる人間」論 

 

2 
定員 

 

１２名程度 
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「LGBT 映画がわれわれのセクシュアリティ規範に与える影響」「サンリオをとりまくジェンダー」「子

ども番組とジェンダー意識の発達」「マンガから探る男装女子の姿」「『男らしさ』を問い直す」「表現行

為におけるこころ／からだの伝わり方・作用」「現代社会をとりまく『カワイイ』と『非・カワイイ』の

変遷と関連性について」「女子マネージャーとメディアの関係」「日本の恋愛ドラマ作品におけるジェン

ダーイメージとその変遷」 

【2017 度】 

「女子会・女子旅の流行にみる現代女性の負担増とコミュニティ需要――男女の家事・労働分担の展望」

「売買春問題から考える人びとのセックス観」「ポートレート写真とジェンダー」「マウンティング社会

を生きるには」「インターネットコミュニケーションにおけるジェンダーイメージ」「腐女子からみるジ

ェンダー――腐女子の存在について」「化粧をする理由」「近代から現代における『男らしさ』のゆくえ」

「女性が活躍する社会とは」「企業とセクシュアル・マイノリティ」「男は暴力から脱却できるか」「LGBT

書籍はどのように差別を助長するか」「現代の若者たちにおける同性同士の人間関係の拡張」「恋愛離れ

と未婚化社会――現代人の幸せ」「『アイドルらしさ』とジェンダー」「児童向けアニメーション作品とジ

ェンダー――少女向けアニメーション作品『プリキュア』シリーズを通して、子供たちを取り巻くジェ

ンダー規範を考える」「性同一性障害と現代社会」 

【2018 年度】 

「女性アイドルの『消費』」「スクール・セクシュアル・ハラスメント――『なかったこと』にされてい

る学校問題」「プロポーズにおける構図――なぜプロポーズは男性から行われるのか？」「キャバクラの

フェミニズム」「イスラム教の一夫多妻制の本質とそのゆくえ」「シングルのゆくえ――恋愛をしない若

者」「岡崎京子論――『少女』における親密性の諸相」「働くことと女性――女性活躍とライフコースの

変容」「セクシュアル・マイノリティの周囲と社会」「『未熟さ』を見出したい理由とは――AKB48 のヒ

ットと JK ビジネス流行の裏にある、中年男性の生きづらさ」「『毒親』問題から考える母親のフェミニズ

ム」「北欧の子育て改革をふまえた日本の子育ての未来」「尾崎翠論――存在の捉えがたい確かさに向け

て」「『パパ活』は『いいこと』か」「日本の“可憐な戦闘美少女”嗜好を映す『歌姫』」 

 

【４年生】 

前年度の成果をもとに、各人が各人の研究主題を決め、各人の選択した方法論に則って、ゼミ論を完成。 

 

 

シラバス 

【３年生】共通の文献の講読。ゼミ生による発表 

春・秋期とも、年度ごとに文献を複数選択し、講読します。ゼミ生のグループディスカッションおよび

個人発表により進行（文献担当箇所の要約と解説、各自固有の問題設定とその展開など）。 

その他、映画鑑賞をして後のディスカッション、ゲストスピーカーをお招きしての授業など、計画して

います。 

【４年生】ゼミ生による発表/ ゼミ論の執筆 

春・秋期とも、各自ゼミ論の構想、執筆に取り組みます。毎週の授業時には、各自がゼミ論に関する報 

告を行います。 
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教科書 

【３年生】担当教員が指定した書籍を生協で購入いただくほか、随時資料を配付します。 

【４年生】３限への参加に関しては３年生と同様です。４限時にはとくに使用しません。 

 

 

参考文献 

【３年生】【４年生】授業中に多数の文献に接します。それらがすべて参考文献です。 

 

 

評価方法 

【３年生】【４年生】 

平常点（各自の発表、議論への参加状況、授業の出欠）、ならびに、コースナビ上に提出を求める発表資

料を評価の対象とします。 

 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

2020 年度は、火曜３限ならびに４限 

３年生が３限、４年生は４限に登録されます。 

【３年生】 

３年生の方は、春・秋期とも３限にご出席ください。 

４限への出席は大歓迎ですが、義務ではありません。４限に他の授業を登録くださって結構です。 

【４年生】 

４年生の方は、春・秋期とも科目登録の結果は４限のみですが、可能な限り、とくに春期は、３限にも

ご出席ください。ゼミは学年を超えて交流することに大きな意味があると考えられるからです。 

ただしこれは、３限に他の授業を登録することをかたく禁ずるものではありません。「４年生がみんな３

限にいてくれたなら……ああ、どんなにすてきだろう」という希望です。 

 

【３・４年生】 

ゼミ合宿についてですが、ゼミ生の皆さんの総意としての要望のない限り、実施は予定していません。 

むろん、「ゼミ生の皆さんの総意としての要望」が強くあり、かつそれが、ゼミでの学びにとって必要と

判断される場合には前向きに検討をいたします。 

 

 

選考方法 

 ・ゼミ志望理由書（必須） 

 ・２年春学期までの成績を参考にします。 

  ・面接は実施しません。 
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授業内容 

 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。 

 

シラバス 

【３年生】 

春期：文献講読とディスカッションをおこなっていきます。まずは「ジェンダー」「セクシュアリティ」

「差別」などの基礎的なトピックについて理解を深め、続いてクィア・スタディーズの基本概念や

理論等を学んでいきます。 

秋期：上記の文献購読・ディスカッションに加えて、個人研究を検討するセッションをおこないます。

ゼミ論で扱うテーマに関する文献のレビューをおこなってもらう予定でいます。 

【４年生】 

春期：ゼミ論の構想発表をおこないます。ディスカッション含め 90 分 1 セッションの発表を、一人あた

り学期中に最低 1 回担当してもらいます。 

秋期：ゼミ論の中間発表をおこないます。ディスカッション含め 90 分 1 セッションの発表を、一人あた

り最低 1 回担当してもらいます（授業外の「鉄人ゼミ」について後述）。 

 

教科書 

 特にありません。 

 

 

 

担当教員 科目名 

 

森山 至貴 
「多様性を生きる人間」論ゼミ(クィア・スタディーズ) 

副題： 

プログラム：「多様性を生きる人間」論 

 

3 
定員 

 

12名程度 
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参考文献 

授業中に適宜紹介しますが、下記の 3冊はあらかじめ手にとってみることを勧めます。 

 加藤秀一・石田仁・海老原暁子著『図解雑学 ジェンダー』(ナツメ社、2005) 

 河口和也『クィア・スタディーズ』(岩波書店、2003) 

 森山至貴『LGBT を読みとく―クィア・スタディーズ入門』(筑摩書房、2017) 

 

評価方法 

【３年生】春期は授業貢献度、秋期は授業貢献度および個人研究の成果をまとめた年度末レポートによっ

て評価します。 

【４年生】春期・秋期ともに授業貢献度によって評価します。 

 

関連 URL 

 なし 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

 2018 年度は、木曜３限ならびに４限 

 ３年生が３限、４年生は４限に登録されます。 

 

【３年生】 

春期：３限・４限の両方に必ず出席してください。４限ではゼミ論に取り組む４年生の中間発表を聞き、

卒業に必要な要求水準を体感してもらいます。 

秋期：３限に出席してください。もちろん、４限への参加も大歓迎です。また、原則として「鉄人ゼミ」

にも参加してもらいます（後述）。 

 

【４年生】 

春期：４限に出席してください。もちろん、３限への参加も大歓迎です。 

秋期：４限に出席してください。また、３限にも積極的に出席を望みます。文献レビューの方法や合意

形成型の議論に慣れていない３年生のサポートを強く期待します。また、学期中の土曜日に一度ゼ

ミ論構想の集中検討会（「鉄人ゼミ」）をおこないます。授業中の 1回と併せて、学期中に計 2回発

表してもらうことになります。 

 

履修モデル 

 ジェンダー、セクシュアリティおよびクィア・スタディーズに関する授業を受講した上で参加するこ

とが望ましいが、必須ではありません。 

 

ゼミ紹介 

 クィア・スタディーズという学問はその学際性ゆえ広い範囲の研究対象をカバーします。そのため、

授業の内容は出席者の専門分野や研究テーマによって大きく変動します。逆に言うと、ひとりひとりの

受講生が何らかの意味で「専門家」としてゼミに参加することが求められます。「教師が学生に一律に同

じ内容を教える」という形式から離れ、それぞれの「専門家」の作業を互いに敬意をもって批判しあう、
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ゼミ形式の授業の肝をうまく捕まえて、楽しんで受講してください。 

 なお、ゼミ論のテーマは広い意味で「性」あるいは「差別」に関わるか、あるいはそれらに隣接する

ものであればどんなものでもかまいません。過去には「AVを見る男子大学生」「少女漫画における幽霊の

表象」「在日コリアンへのヘイトスピーチ」など、さまざまなテーマについてのゼミ論が書かれています。

論系室に配架してありますので読んでみてください。クィア・スタディーズはあくまで一つの視座であ

って、受講生の研究テーマそのものを制限するものではないことを付言しておきます。 

 

備考 

 合宿をおこなうか否かは受講者の話し合いによって決めます(2016〜2018 年度は実施しませんでした。

そのかわり「鉄人ゼミ」を慣例で開催しています)。セクシュアル・マイノリティの中には（あるいはそ

うでなくても）、「同室に誰かと宿泊する」「他人のいる浴場で入浴する」「人前で着替える」といった行

為に強い心理的抵抗を覚える人もいます。慣習を押し付けず、お互いが嫌な思いをしないで済むための

スマートなやり方を学ぶのも、このゼミの裏テーマだと思ってください。 

 

選考方法  

 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） ◯ 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。 ◯ 

３ 面接を行う。  

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど）  

上記「その他」の内容： 

 

以 上 
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授業内容 

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。 

 

シラバス 

【3年生】 

・文献購読とディスカッション 

子ども・若者をめぐる状況やその文化の内実、文化の捉え方を検討するための文献を購読し、議論を

おこないます。 

・フィールドワーク 

子ども・若者がいる現場に足を運び、多様な場所・活動の存在を知り、そこでの文化がどのようなも

担当教員 科目名 

 

岡部 耕典 

福祉社会論ゼミ(ディスアビリティと現代) 

 

プログラム：福祉社会論 

 

10 
定員 

 

13名程度 

 

担当教員 科目名 

 

阿比留 久美 

 

「関係を生きる人間」論ゼミ（子ども文化と居場所） 

副題：文化・教育・福祉を架橋して子ども・若者の「育ち」を考える 

プログラム：「関係を生きる人間」論 

 

4 
定員 

 

12名程度 
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のか体感し、考えていきます。 

・論文作成 

テーマを設定したうえで論文を作成します。2018 年度はテーマごとにグループをつくって論文作成に

あたる予定です。 

・合同ゼミ 

 他ゼミとの合同ゼミを実施します。 

 

【4年生】 

・文献購読とディスカッション、3年生や他ゼミとの合同ゼミを随時実施しながら各人の論文執筆をして

いっていただきます。 

 

教科書・参考文献 

日本子どもを守る会編『子ども白書』本の泉社（毎年新しい白書が刊行されています） 

 

浅岡靖央・加藤理編著『文化と子ども―子どもへのアプローチ』建帛社、2003 年 

浅野智彦編著『若者とアイデンティティ』日本図書センター、2009 年 

岩田弘三・谷田川ルミ編『子ども・青年の文化と教育』放送大学出版会、2017 年 

竹内常一・佐藤洋作『教育と福祉の出会うところ』山吹書店、2012 年 

田中治彦・萩原建次郎編著『若者の居場所と参加』東洋館出版社、2012年 

永井聖二・加藤理編『消費社会と子どもの文化』学文社、2010 年 

増山均『余暇・遊び・文化の権利と子どもの自由世界』青鞜社、2004 年 

増山均・汐見稔幸・加藤理編『ファンタジーとアニマシオン』童心社、2016 年 

柳下編著『居場所づくりの原動力』松籟社、2011 年 

 

参考文献については必要に応じてコピーを配布します。 

 

評価方法 

【3年生】 

・平常点および課題で評価します。 

【4年生】 

・平常点およびゼミ論で評価します。 

 

関連 URL 

特になし 
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授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】 

火曜３限に実施します。3年生・4年生の合同授業を各期数回予定していますので、火曜 4限に授業をい

れないでください。 

【4年生】 

火曜４限に授業を実施します。3年生・4年生の合同授業を各期数回予定していますので、火曜 3限に授

業をいれないでください。 

 

履修モデル 

●学生像  

子ども期から若者期、成人期へと人が育ち、変わっていくプロセスに関心をもち、現代社会の様々なで

きごとに対して自分と社会とを結びつけながら考えていきたいと思っている人 

 

●将来の活動フィールド 

人とかかわるあらゆる仕事 

 

●履修が望ましい外国語 

特にありません 

 

●ブリッジ科目 

現代人間論系総合講座/ライフストーリーの社会学/日常生活の社会学/子どもの発達心理学/大人の発達

心理学/福祉文化論/教育福祉論/コミュニティ福祉論 など 

 

●ゼミ・演習 

ゼミ：子ども文化と居場所 

 

演習：子ども生活と子育て支援/子育ての文化比較/現代人と福祉/青年期における逸脱行動/子ども文化

と社会病理/ジェンダーと福祉 など 

 

ゼミ紹介 

子ども・若者の文化を探求し、味わいつつ、一緒にゼミの文化をつくっていきましょう。ゼミでのデ

ィスカッションやフィールドワークをつうじて、自己や他者との対話し、子ども・若者の文化への理解

を深めていきますので、授業への積極的な参加を期待します。 

他者としての子ども・若者の文化やありように関心をもつことは、「子ども好き」であることとイコー

ルではありません。子ども・若者が好きでかかわることも好きだという人だけでなく、子ども・若者が

必ずしも好きではなかったり苦手意識をもっていたりするけれども、他者としての子ども・若者とかれ

らの文化が「気になる」という人の参加も歓迎します。 

 

備考 

・ゼミ合宿の実施についてはゼミ生の皆さんと相談の上決定します。 
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選考方法  

 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） 〇 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。 〇 

３ 面接を行う。 △（必要に応じて） 

４ 抽選による。 × 

５ その他（別途提出物を求めるなど）  

上記「その他」の内容： 

以 上 
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授業内容 

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、文献輪読と議論、合同ゼミ、自主参加のサブ

ゼミの 4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、現代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 

 幅広い社会を射程とした文献をもとに議論をし、知識を深めます。半期のテーマ統一し、昨年の秋は

「情報社会」、本年春は「消費社会」としました。固有のテーマについて、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。2019 年度は通年で読

書会を実施しています。また、読書会メンバーで山村にフィールドワークに行きました。 

 

シラバス 

【3年生】 

春学期：文献輪読（社会の変化と人間関係に関する文献を中心に）、グループ課題（テーマ設定と調査） 

秋学期：グループに分かれてテーマ別に研究、報告書の執筆・作成 

 

【4年生】 

・春学期：ゼミ論テーマの発表と進捗状況の報告、討論 

・秋学期：ゼミ論文の仕上げ、テーマ別研究のサポート 

 

担当教員 科目名 

 

石田 光規 

「関係を生きる人間」論ゼミ(社会の変化と人間関係） 

副題： 

プログラム：「関係を生きる人間」論 

5 
定員 

 

12名程度 
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【3・4年共通】 

・3・4年生の合同討論    ・中間報告（春）、最終報告（秋） 

・合宿（夏休み 2泊 3日を予定）   ・合同ゼミ 

 

教科書 

授業内で指定いたします。 

 

参考文献 

授業内で指定いたします。 

 

評価方法 

授業内での発表、報告書などにより総合的に評価します。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

月曜日 3 限、4限に実施します。ゼミ履修者は 3年生、4 年生ともに月曜日の 3 限、4 限は空けておい

てください。3・4 年合同で授業を行うこともあります。 

 

ゼミ紹介 

 グループ単位で課題を遂行するため（とくに 3年）、授業時間外でも集まる時間がかなりあります。そ

のため、その他学外活動が忙しい方にはあまり向かないかもしれません。また、ディスカッションを通

じてゼミを進めていくので、積極的に発言する人のほうがなじみやすいでしょう。教員は一歩下がって、

学生中心で運営していくことを目標としています。 

 

選考方法  

・ゼミ志望理由書（必須） 

・2 年春学期までの成績 

・面接（人数超過など必要に応じて） 

以 上 
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授業内容 

 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、多くの場合、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、「私たちの社会はいったい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どのようなもので、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。 

【3年生の目標】 

１、新聞記事などに見られる現代社会の倫理的問題を検討し、それがどのような意味で問題なのかを把

握できるようになる。そのために現代倫理学のさまざまな概念を理解する。 

２、世界に起きている倫理的問題に関心を向け、基礎外国語の知識を用いて、海外の新聞・雑誌などか

ら紹介できる力をつける。 

３、上の１と２の作業を通じて、本ゼミにおける自分自身の研究テーマを見つける。 

４、グループ研究に参加し、共同研究を通して、自分の意見の輪郭を把握する。 

【4年生の目標】 

１、現代社会の倫理的問題の中から、関心のある倫理学的テーマを追求する。 

２、グループ研究に参加し、共同研究を通して自分の意見を深める（春学期のみ）。 

３、ゼミ論文のための研究を遂行し、中間報告を行ない、12月には論文を完成し提出する。 

 

シラバス 

１、参加者がみずから興味のある記事を収集し、その倫理的問題としての本質を全体で検討する。 

２、参加者の関心に基づいて、共同研究グループを作りグループ研究の計画を立て実行する。 

３、各人が基礎外国語の知識を活用して、各学期一回、海外記事報告を提出する。 

（この報告の題材として英語の記事を用いることも許容される。） 

４、「関係を生きる人間」論プログラムの合同ゼミが開催される場合、それに参加する。 

５、共同研究グループの報告を行ない、全員で討議する。 

 

教科書 

2019 年度は現代倫理学にかんする入門書を隔週で輪読しました。どのような書物を使用するかは、毎年

度のはじめに決定します。 

担当教員 科目名 定員 

担当教員 科目名 

 

御子柴 善之 

「関係を生きる人間」論ゼミ(プラクティカル・エシックス) 

副題：ともに生きる倫理を考える 

プログラム：「関係を生きる人間」論 

 

6 
定員 

 

12名程度 
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参考文献 

伊勢田哲治『動物からの倫理学入門』名古屋大学出版会、2008 年． 

品川哲彦『倫理学の話』ナカニシヤ出版、2015年． 

Ｋ・Ｓ・シュレーダー＝フレチェット編『環境の倫理』（上・下）、晃洋書房、1993年． 

ピーター・シンガー『実践の倫理』〔新版〕、昭和堂、1999年． 

Ｅ・トゥーゲントハットら『ぼくたちの倫理学教室』、平凡社、2016 年． 

Ｔ・ビーチャムら『企業倫理学』（１・２・３）晃洋書房、2005年． 

越智貢編『情報倫理学入門』ナカニシヤ出版、2004 年． 

H. LaFOLLETTE, The Oxford Handbook of Practical Ethics, Oxford University Press, 2003. 

 

評価方法 

各学期、１回の短いレポートと海外記事報告の提出を条件として、ゼミ活動への貢献度・参加度で評価

します。なお、貢献度・参加度の評価においては、授業前の資料収集と授業時における討議への積極的

な参加を重視します。 

関連 URL 

そのときどきのテーマに合わせて、情報収集を積極的に行います。 

履修モデル  

参加者には、倫理学、社会学、教育学に関連する諸科目を履修することを期待します。「関係を生きる人

間」のあり方を、倫理学、社会学、教育学の観点から深くとらえる準備をしてください。 

 

ゼミ紹介  

このゼミは、現代社会・現代人を実際の問題に即して倫理学的に論じる具体性をもつとともに、高度に

抽象的な道徳性にまで議論を及ぼそうとするものです。したがって、道徳の名において現代社会・現代

人を嘆き断罪するものではありませんし、道徳によって社会問題が解決するかのような幻想を紡ぎだす

ものでもありません。哲学・倫理学の専門用語を振りかざして、分かったふりをするものでもありませ

ん。むしろ、私たちの社会で「道徳の問題」と言われているものの正体を見定める＜道徳批判＞を行う

という側面をもつものです。まじめな研究・討議のなかに、ポジティヴに考え抜く（「どうでもいい」と

いう思いを振り切る）態度を共有しましょう。 
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授業実施曜日・時限（予定） 

2 学年合同で木曜日 5時限に行います。ただし、毎回、若干の授業時間延長が予想されることをご承知お

きください。6 時限をグループ研究などに使用することも少なくありません。4年生のゼミ論文指導はア

ポイントメントに基づいて行います。 

 

備考 

「ゼミ」という言葉を聞いて、「合宿！」というひらめきをもった方はご注意ください。本ゼミでは、

合宿を行いません。ゼミ生には、「合宿」なしでも真剣に討論できる関係を形成できる人であって欲しい

と思います。 

グループ研究においては「読書会」形式をとることも可能です。2019 年度はショーペンハウアーの読

書会が形成されました。グループ研究の諸テーマは、毎年のゼミ生の関心に基づいて、年度はじめに決

定します。 

なお、ゼミ参加に際しては、あらかじめ倫理学・哲学を学んでおく必要はありません。「履修モデル」

の項目に記したことは、あくまで理想です。むしろ、現代社会とそこに生きる人間に関心を向け、そこ

に「問い」を見いだすことを大切にしてください。私たちのゼミ活動は、もっぱらこのような「問い」

を立てることに向けられます。このゼミでは、軽々しく「答え」を見いだすことではなく、しっかり「問

える」ことこそが重視されます。それができれば、卒業後に社会の荒波にもまれながらも、それにたん

に流されるのではない生き方ができると考えるからです。私たちのゼミ生がそのような生き方を身につ

けていれば、それはきっと社会にもよい影響を与えることになるはずです。 

 

選考方法 

 ・ゼミ志望理由書。 

 ・2年春学期までの成績を参考にします。 
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授業内容 

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。自分だけで思う存分にやりたいという学生には、ゼミではなく、卒業

研究という選択肢が用意されている。 

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。 

 

シラバス 

【3年生】 

春期：①社会学・心理学のテキストの講読。 

    ②４年生のゼミ論のテーマ報告、ライフストーリー・インタビュー調査のケース報告を聴く 

 夏合宿：「いま関心のあるテーマ」の発表 

秋期：①引き続き社会学・心理学のテキストの講読 

    ②ライフストーリー・インタビュー調査（１回目） 

冬合宿：ライフストーリー・インタビューのケース報告 

【4年生】 

春期：①社会学・心理学のテキストの講読 

   ②ゼミ論テーマ報告 

   ③ライフストーリー・インタビュー調査（２回目）およびケース報告 

秋合宿：ゼミ論の構想報告 

秋期：①ゼミ論草稿の発表 

    ②ゼミ論提出とゼミ論集の編集 

 

担当教員 科目名 

 

大久保 孝治 

「発達を生きる人間」論ゼミ(現代人のライフストーリー) 

副題： 

プログラム：「発達を生きる人間」論 

 

7 
定員 

 

12名程度 
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教科書 

 大久保孝治『日常生活の探究』（左右社） 

大久保孝治『ライフストーリー分析』（学文社） 

 

評価方法 

平常点（授業・合宿での活動状況）とゼミ論によって評価する。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

 金曜５限・６限 

 ３年生は５限、４年生は６限に自動登録されますが、実際の授業は、基本的に５限は３年生・４年生

合同で、６限は３年生・４年生で分かれて行うので、５限・６限に他の科目を入れないようにして下さ

い。週に一度、金曜日の夕方からは「ゼミの時間」と定めて、時間とエネルギーを投入してください。

そういう学生を待っています。 

 

選考方法 

 ・ゼミ志望理由書（必須） 

 ・2年春学期までの成績を参考にする。 

・これまで私の演習を履修したことのない学生については面接を行う。（日時はメールで連絡） 

 

 

2019年度大久保ゼミメンバー 
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授業内容 

 このゼミでは，現代社会を生きる人々の心理学的個人差に注目しつつ，身近に生じるさまざま問題に

ついて研究していきます。心理学的個人差には，パーソナリティ，価値観，思考スタイル，嗜好，態度

など多岐にわたります。また身近に生じる問題としては，これまでにも人間関係，就職活動，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論の修得，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購読を行います。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。 

 

シラバス 

【3年生】 

学期：心理学のテキストと論文を購読，議論します。 

秋学期：３〜４グループにわかれ，グループで研究活動を体験します。実際に各グループで研究テーマ

を決め，一通りの研究プロセスを体験し，グループで論文を執筆します。 

【4年生】 

春学期：ゼミ論のテーマを決め，研究を進めます。 

秋学期：ゼミ論を完成させます。 

※希望に応じ，夏休みにゼミ合宿を行います。 

※その他イベント，懇親会等も学生が中心となって企画しています。 

 

教科書 

授業のシラバスを参照して準備してください。 

 

担当教員 科目名 

 

小塩 真司 

「発達を生きる人間」論ゼミ(現代人の心理) 

副題：現代人の個性と発達を考える 

プログラム：「発達を生きる人間」論 

 

8 
定員 

 

12名程度 
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参考文献 

 心理学に関する書籍は数多く出版されていますが，玉石混交です。どの本を読むのが良いかわからな

い場合は，担当教員に問い合わせてください。 

 また，J-STAGE（https://www.jstage.jst.go.jp/）でキーワードを入力すれば多くの日本語論文を pdf

で読むことができます。Google Scholar（https://scholar.google.com/）で検索すれば，海外の論文も

pdfで読むことができます。興味のあるキーワードを入力して文献を探してみてください。 

 また，過去のゼミ論文は論系カンファレンスルームにあります。参考にしてください。 

 

評価方法 

【3年生・4年生】 

平常点（ゼミでの活動や課題への取り組み）によって評価します。 

 

関連 URL 

研究室の URL： http://www.f.waseda.jp/oshio.at/ 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【３年生】【４年生】２学年合同で火曜日５時限に行います。毎回の授業では，３年生と４年生が合同で

ディスカッションをおこなうことも，別個に指導することもあります。授業が延長する可能性がありま

すので，６限目も出席可能な体制をとっておいてください。 

 

履修モデル 

心理学に関連する講義や演習を履修し，学問のイメージをつかんでください。 

 講義科目 

 子どものこころ（発達心理学），大人のこころ（発達心理学），人間の発達と進化，人間の発達と

文化，個性の発達と差異，発達障害の心理臨床，心身論，感情・人格心理学など 

 演習科目 

 現代人間論系演習（現代社会と心の機能），現代人間論系演習（発達の生得性と環境効果），現代

人間論系演習（心をみる），現代人間論系演習（自己形成と無我），現代人間論系演習（子育ての

文化比較），現代人間論系演習（心をしらべる），現代人間論系演習（現代人のアイデンティティ

ーの心理），現代人間論系演習（こころとからだの関係を考える），現代人間論系演習（他者と身

体、身体から見た人間），など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jstage.jst.go.jp/
https://scholar.google.com/
http://www.f.waseda.jp/oshio.at/
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選考方法  

 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） ○ 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。 ○ 

３ 面接を行う。  

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど）  

上記「その他」の内容： 

 

 

以 上 
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授業内容 

  子どもは他者とかかわる中で育ちます。生後間もなくから他者からの働きかけに驚くほど敏感な反応

を示し，わずか数年で大人をも凌駕する能力を見せるようになります。赤ちゃんや幼児は，私たちの予

想以上に，想像力・創造力があり，優れた認知能力を持ち，豊かな心的世界を経験しているのです。 

  このゼミでは，「他者とかかわる心」という，最も人間らしい発達の側面について扱います。人間の豊

かなコミュニケーション能力は，進化の観点からどのように位置づけられるのでしょうか？他者とかか

わる心の発達は，子ども時代のどのような要因によって促進されるのでしょうか？例えばきょうだいの

有無，被養育経験，学校教育などの環境は，社会性や認知の発達にどの程度影響を与えるのでしょうか？

こういった人の心の発達に関する素朴な疑問が，どのように科学的に解明されうるのかについて，心理

学の観点から考えていきます。また，どうやったら子どもの心を可視化し科学的に捉えることができる

のかについて，体験的に学んでいただきたいと思います。 

  このゼミのもう一つのテーマは，心の発達と文化の関係性を探ることです。コミュニケーション様式

がより多様化し，文化間の流動性が高まっている現代社会において，子どもの発達の多様性を理解する

ことは喫緊の課題であると言えるでしょう。異なる国や文化で育った子どもは，異なる心の発達の道筋

を示すのでしょうか？また文化はどのように次の世代に伝達されていくのでしょうか？ 

  日本らしい文化とは？と問われると，お辞儀をする，謙遜を良しとする，思いやりを重視する，…な

どの例が思い浮かぶかもしれません。しかし文化とはその地域で蓄積されてきた暗黙の価値観であり，

私たちの思考様式や認知活動に埋めこまれています。我々が意識しているものもあれば，研究によって

あぶり出さない限り意識されないものもあります。例えば，どこに視線を向けやすいのか，どんな感情

を認識しやすいのか，といった基礎的な認知過程にも，文化に特有の傾向を見出すことができます。本

ゼミでは，「文化をあぶりだす方法」について共に考え，他者とかかわる心の発達と文化の関わりについ

て様々な角度からディスカッションを行っていきたいと思います。 

 

シラバス 

【3年生】 

・社会性の発達や文化心理学に関する文献を購読し，ディスカッションを行います。 

・子どもや大人の認知過程を心理学的に捉える方法について，体験的に学びます。具体的な内容として，

アイトラッカー（視線計測器）や EEG（脳波計）などを用いた実験や，親子の相互作用の観察，子ど

もへのインタビューなどが含まれます。 

【4年生】 

各自の研究を実施します。進捗状況について，適宜プレゼンテーションを行っていただきます。 

 

教科書 

授業内で指示します。 

 

担当教員 科目名 

 

岡部 耕典 

福祉社会論ゼミ(ディスアビリティと現代) 

 

プログラム：福祉社会論 

 

10 
定員 

 

13名程度 

 

担当教員 科目名 

 

新規嘱任教員 

 

「発達を生きる人間」論ゼミ（現代人の心の発達） 

副題：他者とかかわる心の発達科学 

プログラム：「発達を生きる人間」論 

 

9 
定員 

 

12名程度 
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参考文献 

『他者とかかわる心の発達心理学：子どもの社会性はどのように育つか』清水由紀・林創編著，2012 年，金

子書房 

『哲学する赤ちゃん』アリソン・ゴプニック著，2010 年，亜紀書房 

『ジャスト・ベイビー：赤ちゃんが教えてくれる善悪の起源』ポール・ブルーム著，2015 年，NTT 出版 

『おさなごころを科学する：進化する幼児観』森口佑介著，2014 年，新曜社 

『コミュニケーションの起源を探る』マイケル・トマセロ著，2013 年，勁草書房 

『進化発達心理学：ヒトの本性の起源』D. F. ビョークランド、A. D. ペレグリーニ著，2008 年，新曜社 

『文化的営みとしての発達：個人，世代，コミュニティ』バーバラ・ロゴフ著，2006 年，新曜社 

『文化進化論：ダーウィン進化論は文化を説明できるか』アレックス・メスーディ著，2016 年，NTT 出版 

 

評価方法 

議論への参加，グループワーク，プレゼンテーションなどにより総合的に判断します。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

木曜 5 時限に実施します。ただし，延長する可能性がありますので，6 時限も出席可能な体制としておい

てください。 

 

ゼミ紹介 

このゼミは，2020 年度に始まる新しいゼミです。人の育ちに関する身近な「問い」に向き合い，複雑に

絡み合う要因を一つずつ解き明かしていく過程を，皆さんと一緒に大いに楽しみたいと思います。 

 

選考方法  

 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） 〇 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。 〇 

３ 面接を行う。  

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど）  

上記「その他」の内容： 

 

以 上 
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授業内容 

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。 

 

 人間を超えた存在は、いわゆる宗教や哲学といった分野以外にも多く表れています。まさに数や無限

といった概念がそうであるように、数学はプラトン的な色彩を強く帯びています。 

 法や制度は、すべて人間同士の取り決めと見なすこともできますが、もっとも根本的な規範に迫ると

き、それは人間を超えた何か（近世以前においては神でした）によって定められていると考えることも

できます。 

 芸術や美について、対象を「美しい」と思うのはなぜでしょうか？時代と共

に美の基準は移り変わるとも言われますが、美しいものの「美しさ」を保証す

る何ものかが、我々を超えたところにあるとも言えるのではないでしょうか。 

 原初の物語形態である神話は、我々にとって「物語」を「語る」ということ

のアーキタイプを示してくれます。人間の根源に迫るために、物語を媒介とし

て、人間と超越者の関係について考察することもできるでしょう。 

 以上のようなことを踏まえながら、このゼミでは「宗教と神」「哲学と根源」

「科学と普遍」「法と規範」「美とイデア」「神話と物語」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。 

 

 

 

担当教員 科目名 

 

岡部 耕典 

福祉社会論ゼミ(ディスアビリティと現代) 

 

プログラム：福祉社会論 

 

10 
定員 

 

13名程度 

 

担当教員 科目名 

 

小村 優太 

「心身を生きる人間」論ゼミ（超越と人間） 

副題：人間を超えたものと向き合う宗教哲学 

プログラム：「心身を生きる人間」論 

10 
定員 

 

12名程度 
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シラバス 

 基本的に 3, 4年生合同でゼミを行います。ゼミでは「宗教と神」、「哲学と根源」、「科学と普遍」、「法

と規範」、「美と表現」、「神話と物語」といったテーマを設定し、前期、後期ともにそれぞれ 3 つほどの

テーマを取り扱い、それに関連した文献の講読をおこないます。 

 また年に数回、ゼミ論文の中間発表を行います。4年生による発表が中心になりますが、3年生は来年

度どのようなゼミ論文を書くのか、先輩の発表からぜひ学んでください。 

 

教科書 

適宜こちらで用意します。文庫本で購入可能な場合のみ、指示します。 

 

参考文献 

それぞれのキーワードに関連した書籍を 5 冊ずつ挙げておきます。下の方にいくほど専門的な本にな

っています。興味に合わせてぜひ手に取ってみてください。 

 

・宗教と神について 

井筒俊彦『コーランを読む』岩波現代文庫、2013 年。 

アリスター・マクグラス『神学のよろこび』キリスト教新聞社、2017 年。 

マルティン・ブーバー『我と汝/対話』岩波文庫、1979 年。 

オットー『聖なるもの』岩波文庫、2010年。 

ガザーリー『哲学者の自己矛盾』平凡社東洋文庫、2015 年。 

 

・哲学と根源について 

プラトン『パイドン――魂について』光文社古典新訳文庫、2019年。 

D. アポストロス, P. クリストス『ロジ・コミックス：ラッセルとめぐる論理哲学入門』筑摩書房、2015

年。 

グレアム・ハーマン『四方対象 オブジェクト指向存在論入門』人文書院、2017 年。 

倉田剛『現代存在論講義（I, II）』新曜社、2017 年。 

井上忠『根拠よりの挑戦――ギリシア哲学究攻』東京大学出版会、1974年 

 

・科学と普遍について 

池内了『物理学と神』講談社学術文庫、2019 年。 

伊東俊太郎、広重徹、村上陽一郎『改訂新版 思想史のなかの科学』平凡社ライブラリー、2002年。 

高橋昌一郎『ゲーデルの哲学』講談社現代新書、1999 年。 

伊勢田哲治『疑似科学と科学の哲学』名古屋大学出版会、2003 年。 

スティーヴン・シェイピン、サイモン・シャッファー『リヴァイアサンと空気ポンプ――ホッブズ、ボ

イル、実験的生活』名古屋大学出版会、2016 年。 

 

・法と規範について 

森村進『法哲学講義』筑摩選書、2015 年。 

ジャン＝ジャック・ルソー『人間不平等起源論 付「戦争法原理」』講談社学術文庫、2016 年。 
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ジョン・ロック『完訳 統治二論』岩波文庫、2010 年。 

トマス・ホッブズ『法の原理』白澤社、2016 年。 

H. L. A. ハート『法の概念 第 3版』ちくま学芸文庫、2014 年。 

 

・美と表現について 

マーシャル・マクルーハン、クエンティン・フィオーレ『メディアはマッサージである』河出文庫、2015

年。 

ボードリヤール『新装版 消費社会の神話と構造』紀伊國屋書店、2015年。 

E. パノフスキー『イデア』平凡社ライブラリー、2004 年。 

モーリス・メルロ＝ポンティ『メルロ＝ポンティ『目と精神』を読む』武蔵野美術大学出版局、2015 年。 

プロティノス『エネアデス（抄）I&II』中公クラシックス、2007年。 

 

・神話と物語について 

ジョーゼフ・キャンベル『千の顔をもつ英雄（上・下）』ハヤカワ・ノンフィクション文庫、2015 年。 

ミルチア・エリアーデ『世界宗教史（1–8）』ちくま学芸文庫、2000 年。 

ロラン・バルト『神話作用』現代思潮新社、1967 年。 

ジャック・デリダ『散種』法政大学出版局、2013 年。 

ハンス・ブルーメンベルク『神話の変奏』法政大学出版局、2011年。 

 

評価方法 

【3年生】 

ゼミの参加度、発表等によって評価します。 

 

【4年生】 

ゼミの参加度、発表、ゼミ論文によって評価します。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

3,4年合同で火曜 3限におこないます。ただし、発表内容、ゼミ論の中間発表等で 4限まで延長すること

が常態的にあると考えられますので、3限だけでなく 4 限も出席可能な状態にしておいてください。 

 

備考 

 授業内容でも書きましたが、このゼミでは宗教、哲学、科学、法、美学、神話といった幅広いテーマ

を取り扱います。ですから、細かな興味関心はさておき、「目に見える世界を超えた何か」に興味がある

ひとであれば、参加は大歓迎です。 

逆に、最初は興味がそれほどなかったジャンルについても、ゼミに参加するにつれて幅広く学んでい

ってもらえればと思います。 

ゼミの内容や進路、学びたい分野について気になることがあれば、気軽に yuta.com@waseda.jpまで連

絡してください。 

 

 

mailto:yuta.com@waseda.jp
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選考方法  

下記、項目の中から選考するための手段をお聞かせください。なお、今回の記入は 1 次選考の場合であ

り、2次選考以降は、別途お伺いします。 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） 〇 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。 〇 

３ 面接を行う。 △（定員超過の場合の

み実施する） 

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど）  

上記「その他」の内容： 

 

 

以 上 
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授業内容 

＜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。ストレスや精神疾患、マインドフルネスや幸福感、医療と健康などをめぐる心の問題の多様

化、複雑化や関心の高まりにみられるように、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*注 1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*注 2も参照し、統合的で調和した「心身一如*注 3」の人間理解について考えています。 

 

＜ゼミで扱うテーマ＞ 

現代を生きる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

でのゼミで扱われたテーマの具体例として、ストレスと不安、幸福感、身体内部感覚、表情、発声、笑

い、SNSと読書、マインドフルネスとヨガ、武道と禅、東洋医学、食と健康などがあります。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。 

 

＜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、グループで心理学などの実際の研究を体験します。ま

た研究内容に応じて、学術論文の講読や、表計算・統計ソフトなど*注 4の活用に馴染めるよう、学習を進

めます。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行っています。

また授業内で、身体的実践のいくつかを、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

作っています。これまでには、ヨガ、武道、野菜スティックを食べる瞑想などの実習を行いました。 

 

*注 1: 研究分野の例として、認知・行動、思考・意識、脳と心、感情・情動、生理・自律神経、ﾏｲﾝﾄﾞﾌﾙﾈｽなど。 

*注 2: 具体例として、ヨガ・瞑想、武道、仏教・禅、東洋医学 (整体、断食、自然医食)、速読、伝統芸能など。 

*注 3: 心と身体を一体で分けられないものと捉える考え方。 

*注 4: Excel, PowerPoint, HAD／SPSS (統計) などを学習します。研究内容により、E-Prime, VisualBasic など。 

 

シラバス 

【3年生】 

春期：基本文献の講読 (発表および討論) を行います。 

秋期：春期中に立ち上げた 3～4程度のグループで、実際の研究 (実験、調査、論考など) を体験します。 

 

担当教員 科目名 

 

（新規嘱任者） 

関係構成論ゼミ（心身論） 

副題:東洋思想とこころの科学を統合する 

プログラム：関係構成論 

6 
定員 

 

13名程度 

担当教員 科目名 

 

宮田 裕光 

「心身を生きる人間」論ゼミ（心身論） 

副題: 心と身体の心理学と実践 

プログラム：「心身を生きる人間」論 

11 
定員 

 

12名程度 
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【4年生】 

春期・秋期：各自の研究とゼミ論文の進捗発表を行います。 

※ 正規授業以外の合宿や合同ゼミ、実践体験の機会などについても、皆さんの希望を踏まえ、相談しながら

決めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科書 

【3年生】【4年生】授業内で随時指示します。 

 

参考文献 

下記の参考書籍は、学習が望まれる、または関連の深い文献の主なものです。現代人間論系カンファレ

ンス室 (33号館 702号室) にも置いていますので、参考にして下さい。 

書籍 

春木豊 (2011). 動きが心をつくる 身体心理学への招待. 講談社. 

春木豊・山口創編著 (2016). 新版 身体心理学. 川島書店. 

湯浅泰雄 (1990). 身体論 東洋的心身論と現代. 講談社. 

久保隆司 (2011). ソマティック心理学. 春秋社. 

2019年度ゼミでのマインドフルネス実習の様子。(上) 他者とのコミュニケーション
の実践の 1 つで、相手の様子を観察しつつ手を合わせたり動かしたりしています。
(下) マインドフルネス・チェアヨガ (動作瞑想)。動作に意識を向けながら心身の状
態を観察します。(実習内容は年度により異なります) 
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J.カバットジン (2007). マインドフルネスストレス低減法. 北大路書房. 

Z.V.シーガルら (2007). マインドフルネス認知療法 うつを予防する新しいアプローチ. 北大路書房. 

S.ベグリー (2011). 「脳」を変える「心」. バジリコ. 

永沢哲 (2011). 瞑想する脳科学. 講談社. 

鈴木大拙 (1997). 新編 東洋的な見方. 岩波書店. 

鈴木大拙 (1972). 日本的霊性. 岩波書店. 

西田幾多郎 (1950). 善の研究. 岩波書店. 

小宮あすか・布井雅人 (2018). Excel で今すぐはじめる心理統計. 講談社. 

石村貞夫・石村光資郎 (2013). SPSS による統計処理の手順. 東京図書. 

石村貞夫・石村光資郎 (2015). SPSS による分散分析と多重比較の手順. 東京図書. 

石村貞夫・石村光資郎 (2016). SPSS による多変量データ解析の手順. 東京図書. 

 

学術雑誌 

心理学研究／マインドフルネス研究 (日本マインドフルネス学会)／Mindfulness／Journal of 

Alternative and Complementary Medicine など。 他、授業内で論文検索の方法などを随時説明します。 

 

評価方法 

【3年生】 

平常点 (授業への出席と発表・討論、研究活動・課題への取り組み) によって総合的に評価します。 

【4年生】 

平常点とゼミ論文によって総合的に評価します。 

 

授業実施曜日・時限 

【3年生】【4年生】 

3 年生は 5限、4年生は 6限に登録されますが、ゼミは基本的に、2学年合同で月曜 5～6限に行います。

5～6限 (16:30～19:45) の時間は他の授業や予定を入れず、ゼミに出席できる体制を取ってください。、

ゼミは原則として毎回出席し、積極的に発表や議論に参加することが前提です。またゼミ論文やグループ研究

など、授業時間外に研究を進めることがあるので、優先的に時間を確保できるようにして下さい。 

 

履修モデル*注 5 

*注 5: 下記は科目履修上の参考ですので、必ずしもこの通り履修する必要はありませんが、関連分野の知識、技術 

をなるべく体系的に習得する上での目安にして下さい。 

学生像 

人間の心や身体を含めた生き方やあるべき姿に関心があり、幅広い分野に関心を持てる人。他人と違っ

ていることを恐れず、自らが本気で大切に思うこと、面白いと思うことを真摯に追求できる人。 

将来の活動フィールド 

特に想定している分野はありません。試行錯誤しながらでも、自分自身の進むべき道を切り拓いていっ

てください。近年ではマインドフルネス瞑想が世界各国の大企業でも研修に導入されているように、心

身の心理学や実践は、あらゆる仕事で自己のあり方を形づくる基礎となり、役に立つはずです。 
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履修が望ましい外国語 

通常のゼミ活動は日本語で行います。ただし研究内容に応じて、英語の学術論文や文献を参照すること

があります。 

ブリッジ科目 

心身論/生活世界と身体/現代人間論系総合講座 1, 2/心理学概論 1, 2/心理統計学 1, 2*注 6/大人のこころ

/子どものこころ/認知科学/神経心理学/臨床心理学/学習心理学/霊性と身体/生命倫理 

現代人間論系演習 

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/心をしらべる/

心をみる/現代社会と心の機能/自己形成と無我/宗教と共同体/道徳意識の研究/実存と他者の倫理 

フルオンデマンド科目*注 6 

統計リテラシーα/統計リテラシーβ/統計リテラシーγ 

*注 6: 3 年生から統計の学習を行うので、関連科目の活用により理解を深められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当教員から 

このゼミは 2017年度にスタートし、来年度で 4年目を迎えます。皆さんの主体的な学びの場をぜひ共

に創り、さらに愉
た の

しく充実したゼミにしていきましょう。ゼミ選択に迷った場合や、尋ねたい点があれ

ば、担当教員までお気軽にご連絡ください。 

現代人間論系には現在、心理学を学べる 3つのゼミがあります。乳幼児の発達心理学を学ぶゼミ(新規

嘱任者)、人格・パーソナリティ心理学の領域を中心に研究する小塩ゼミ、およびこのゼミです。心と身

体に関わるテーマを幅広く扱いつつ、ヒトを対象にした調査、実験・計測や、身体的な実践にも触れら

れるのがこのゼミの特徴です。各自の学びたい研究分野をよく考慮してゼミ選択を行ってください。 

 なお担当教員は、2019 年度より大学院文学研究科心理学コースを兼担しています。修士課程への進学

を考えている方のご相談も、随時歓迎します。研究者を目指す場合に加え、公認心理師の資格取得や、

ゼミでの学びを将来に活かしていく上でも、大学院でさらに学びを進めることは役立つと考えています。 

 

選考方法 

・ゼミ志望理由書  

・2 年春学期までの成績を参考にします 

・必要に応じて面接を実施します 

2019年度 顔合わせ懇親会にて 
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参考 

これまでのゼミ論文 (4 年生)、グループ論文 (3 年生) のタイトル一覧です。論文集は現代人間論系カ

ンファレンス室 (33号館 702 号室) で閲覧できます。 

2018 年度 

＜ゼミ論文＞ 

大学生の呼吸瞑想における自律神経活動―心理特性と生理指標の対応に着目して―／心身を癒す断食と絶食療法―現代におけ

る意義と価値―／大学生における「予定の詰め込み」がマインドフルネスと心理状態におよぼす効果／メンタルトレーニングが

スポーツにおよぼす効果―早稲田大学男子ラクロス部における辻メソッドの実践を通して―／大学生の新歓活動及び交友活動

とストレス、気分との関連／西洋哲学と仏教思想による「即非の論理」の再解釈／笑いヨガの実践における心理状態と性格特性

の変容／スポーツにおけるプレッシャーと競技遂行の関連から考える安全基地の可能性について／空手の実践が身体バランス、

動作協調能力、および心理状態におよぼす影響／脳の可塑性とそれを応用したリハビリテーション／大学サークルにおけるよさ

こい実践者の性格特性および不安感、嫉妬心 

＜グループ論文＞ 

大学授業における 5 分間瞑想の実践と心理状態／マインドフルネス傾向と内受容感覚への気づきとの関連―大学生とヨーガ熟

達者における事例―／武道実践者におけるマインドフルネスと心理状態―横断的研究― 

2017 年度 

＜グループ論文＞ 

発声をともなうヨーガ、瞑想による心理状態の短期的変化／大学生の読書習慣、スマートフォンの利用状況と心理状態との関連

―マインドフルネス、幸福度、抑うつ、不安の観点から―／ヨーガ瞑想の実践中における自律神経活動―初心者と熟達者におけ

る、呼吸への集中とマントラ瞑想の比較― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

ゼミメンバー (2019 年 4月 15日) 



40 

 

 

 

 

 

 

授業内容 

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もつのか。 

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。 

 

シラバス 

ゼミの前半は、3 年生 4年生合同で、倫理学の基本的な文献を読み、現代の問題を考えるための基礎概念

と理解を身につけます。ゼミ後半（6限の延長を含みます）は、皆さんが作る授業です。学生自ら関心を

持ったテーマ、テキストを数回にわたって取上げて、ディスカッションを行います。2018 年度後期は、

身体論、2019年度前期は、安楽死、AI問題などを取上げています。テーマはその都度皆さんの要望によ

って変更します。 

 

【3年生】 

春学期：倫理に関する基本的な文献を読みながら、その基本にある倫理観を学ぶことが中心となります。 

秋学期：ゼミ論の候補となるテーマを、様々な分野の資料、文献をあたって調べます。この段階では、

関心がもてる複数のテーマ、問題群についておおよその見通しをたてることが重要です。 

 

【4年生】 

特に、後期は個人個人のテーマを選び、ゼミ論の構想を考え発表することが中心となります。 

 

教科書 

テキストは学生と毎年相談のうえ決定します。生命倫理だけではなく、IT に関係する情報倫理、動物の

倫理、企業倫理など、皆さんの関心に応じて、人間理解が問題になる倫理的問題を広くとりあげます。 

 

担当教員 科目名 

 

村松 聡 

「心身を生きる人間」論ゼミ(生命と人格） 

副題: こころとからだを巡る倫理の問い 

プログラム：「心身を生きる人間」論 

12 
定員 

 

12名程度 



41 

 

参考文献 

若干の参考文献を挙げておきます 

『教養としての生命倫理』、村松聡/盛永審一郎/松島哲久編著、丸善出版 2016 年 

『現代倫理学入門』加藤尚武著、講談社学術文庫 1997 年 

『生命医学倫理』トム・L・ビーチャム/ ジェイムズ・F・チルドレス著、成文堂、1997年 

『バイオエシックスの基礎』加藤尚武・飯田亘之編、東海大学出版会、1988 年 

『ヒトはいつ人になるのか』村松聡著、日本評論社、2001年。 

『複製されるヒト』リー・M・シルヴァー著、翔泳社、1998 年。 

 

評価方法 

【3年生】【4年生】 

授業での発言、発表と Presentation、学期末のレポートを総合的に評価します。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3 年生】【4 年生】2 学年合同 1 クラスとして金曜５時限に行います。しかし、6 限へ延長しますので、

金曜日 6限以降には他の科目やアルバイトをを入れないようにしてください。 

 

ゼミ紹介 

倫理学（エシックス）は原点においては、「人間のしあわせとは何か」、「人間は何を求めているのか」

を問う学問であり、そこから「人間とは何か」を考える哲学的な人間理解へと発展しました。ゼミでは、

この原点から出発し、広く哲学的に人間を探求します。 

倫理学・哲学の理解と、実際の社会問題に取り組む姿勢を同時に養うことを目指す欲張りなゼミと考え

てください。2年間の後、皆さんが混沌とした不安な世界のなかをわたっていくことができる、しっかり

とした指針、知的羅針盤を手にすることができるようになることが目標です。 

 

備考 

積極的な授業参加を求めます。がんばって発言しましょう。また、汗をかいて手に入れた知のみが、

皆さんの知的アイテムとして、一生の血となり、肉となります。そういうつもりで、がんばりましょう。 

ゼミを取ろうか、考えて迷っている 2年生の皆さんは、私の演習の「実存と他者の倫理」（秋学期）を試

すことをお奨めします。学生がグループで討論することや、テキストの講読など、ゼミの進め方がわか

るでしょう。 

ゼミ選択で重要なのは、本人の関心です。倫理的問題意識、哲学的関心、IT や生命倫理などの具体的

問題への興味などが自分にあるかどうか、そこがゼミを選ぶ際の一番のポイントです。それを、確かめ

るために、お試しに講義、演習などをとりましょう。 

 

選考方法 

・ゼミ志望理由書によって選考しますが、場合によって面接します。（必ず行うわけではありません。） 

・まず何より皆さんの関心、興味がゼミの内容や方向性と一致することを確認します。 

 

 


