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現代人間論系 科目登録ガイダンス 資料 
2020 年 3 月 

 

 

現代人間論系 科目登録ガイダンスについて 
 

 すでに多くの報道や大学からのアナウンスにもあるように，現在は多くの人を集めたイベントを行うことがで

きない状況となっています。従って，今年の科目登録ガイダンスは資料のみの提示となることをお許しください。 

 

現代人間論系では，今という時代を生きる人間の様相を，さまざまな側面から研究していきます。皆さんがい

ま日常生活を送るなかで素朴に抱くような疑問，何となく思い浮かべる疑問，ずっと考えていても答えが見つか

らないような疑問を探求することをイメージしてもらえば良いのではないでしょうか。そして現代人間論系は

「ともに生きる」をモットーに掲げており，４つのプログラムと１２のゼミから＜現代＞に生きる＜人間＞を多

面的に探求しています。現代人間論系に属する教員は多岐にわたる専門領域を持っています。それぞれの教員は

得意とする研究領域と研究方法を持っています。そこから横断的に学びつつ，各自の問題を探求していってくだ

さい。 

 

 2 年次では，講義と演習の科目を履修することができます。演習では，特定のテーマに沿って資料を調べ，デ

ィスカッションを行ったりプレゼンテーションをしたりするなかでその問題へのアプローチ方法や解決の手法

を学んでいきます。資料をよく読んで，自分自身の興味や関心に沿って科目を選択していってください。  

 

 また 3 年次では，ゼミや卒論を選択します。ゼミでは，演習で身につけた知識や経験をさらに発展させ，それ

ぞれの問題へと取り組んでいきます。講義や演習を履修しながら，自分が学んだ内容をさらに深めていくにはど

のゼミ・卒論を選択していくのがよいのか，ぜひ履修の際に頭の片隅にイメージしておいてもらうと良いと思い

ます。 

 

 現代人間論系のみならず，文化構想学部で学んで卒業していくことは，それほど困難なことではないかもしれ

ません。授業を履修して単位を集め，ゼミに所属して形だけでも整えてゼミ論文を執筆すればよい，そのように

考えているかもしれません。もしかしたら，取り組むべき課題がみつからず，何もしないままに時間だけが過ぎ

ていってしまう，そういう状況に陥らないとも限りません。その一方で，これほど学習環境が優れた場所も他に

はありません。図書館には数多くの書籍があり，学内の無線 LAN にスマートフォンやタブレットをつなぐだけ

で，多くの論文や書籍，データベースにアクセスし，貴重な資料を読むことができます。また，現代人間論系の

教員は，いつでも皆さんからの質問を待っています。大学の外ではとても手に入ることができない情報が集まっ

ていて，いつでも皆さんが利用することを待っているのが，大学という場所でもあります。ぜひ有効に活用して

ください。 

 

現代人間論系主任 小塩真司 

 

 

 

 

履修に関して何か分からないことがあれば，ぜひ下記に問い合わせてください。 

 

・【現代人間論系ホームページ】 http://www.waseda.jp/gendainingen/ 

・【現代人間論系室】 33 号館 7 階 701 号室（論系室）、702 号室（論系カンファレンス室） 

・メールでの問い合わせ 

 現代人間論系室 human@list.waseda.jp 

現代人間論系運営主任 小塩真司 oshio.at@waseda.jp 

mailto:oshio.at@waseda.jp
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0.現代人間論系ポータル ＨＰ  

 

 

 

              現代人間論系 http://www.waseda.jp/gendainingen/ 
TOP 早稲田大学 文化構想 

学部 

論系 

紹介 

プログラム  

紹介 
ゼミ 

紹介 

履修   

モデル 
 

メニュー  What`s New 

教員紹介  
更新情報  

現代人間論系時間割（春期） 

 在学生・教員の方へ 

現代人間論系時間割（秋期） CHECK！ 
現代人間論系からのお知らせ  

論系室ブログ 

 論系カンファレンス室 予約状況 

現代人間論系室  

論系カンファレンス室のカレンダー 

   33 号館 702 号（7F） 
・開室時間 

・問い合わせ先 

・場所 

 

 

 

1．現代人間論系専任教員・スタッフ紹介  http://www.waseda.jp/gendainingen/ichiran.html 
氏名 プログラム 専門分野 

阿比留久美 「関係を生きる人間」論 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 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 社会学 

岡部 耕典 「多様性を生きる人間」論 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 発達心理学、パーソナリティ心理学 

草野 慶子 「多様性を生きる人間」論 比較文学、ロシア文学 

小村 優太 「心身を生きる人間」論 中世アラビア哲学、宗教哲学、比較思想 

清水 由紀 「発達を生きる人間」論 発達心理学、乳幼児心理学 

御子柴 善之 「関係を生きる人間」論 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 認知心理学、心身論 

村松  聡 「心身を生きる人間」論 近現代哲学・倫理学 

森山 至貴 「多様性を生きる人間」論 社会学、クィア・スタディーズ 

 

酒井 貴宏 講師（任期付） 文化人類学、民俗学 

 

石川 遥至 助手 臨床心理学、感情心理学 

丸山 貴彦 助手 教育学 

 

2. 現代人間論系 論系室 
〒162-8644  東京都新宿区戸山 1-24-1 早稲田大学 戸山キャンパス 33 号館 701 号室(7F)  

Tel/FAX 03-5286-3558 （内 3382） E-mail: human@list.waseda.jp 

※開室時間は論系ＨＰで確認してください。 

3. 留学を考えている２年生の方へ 
2020 年秋期から留学に行く方は、留学前に文学学術院事務所だけでなく、必ず現代人間論系室、運営主任

とも連絡を取ってください。その際、志望内容（ゼミ、卒業研究）や留学目的などを伝え、運営主任の指示に

従ってください。 

CHECK！ 
科目履修、ゼミ選択にも役立

てよう！ 

CHECK！ 
論系室からのお

知らせ・イベント

の情報が随時掲

載 

されます 

 

「現代人間論系」で検索または QR コードから 

平日 12時～13時 

自由利用時間帯 

CHECK！ 
現代人間論系の講

義や演習の時間割

が、一目でわかるよ

うになっています 
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4. ゼミ・卒業研究 
ゼミ選考日程は、7 月中旬頃に掲示板と文化構想学部 HP（「在学生の方へ」→「論系ゼミと卒業研究」）に

掲載されるので、必ず確認をしてください。 

   

（参考）ゼミ・卒業研究日程の目安  無印＝ゼミ・卒業研究  ★＝卒業研究  ☆＝ゼミ 

 

     2 年次 

ゼミ選考日程の発表  7 月中旬 

    ゼミ・卒研ガイダンス  9 月下旬 

  1 次選考   10 月上旬～ ※MyWaseda より申請・発表 

  2 次選考   11 月中旬～ ※MyWaseda より申請・発表 

     3 次選考   11 月下旬～  ※MyWaseda 申請・発表 

   3 年次 

  卒業研究計画書提出★  9 月  ※MyWaseda より提出 

  指導教員決定・仮指導★ 11 月  

   4 年次 

  卒業研究提出★  12 月   ※学部統一日・統一場所 

  ゼミ論提出☆  12 月   ※年末ゼミ最終日・教場 

     口述試験★  秋期末 

  

・上記の日程はあくまで目安ですので、当該年度に必ず上記 HP の「年次ごと論系ゼミ／ゼミ論文／卒業

研究情報」のページで確認してください。 

・ゼミ選択者は卒業までに専門演習を 16単位、卒業研究選択者は 24単位取得する必要があります。他論

系の演習については、卒業研究を履修する場合のみ、所属論系の演習の扱いとして 8 単位まで算入でき

ます（ゼミを履修する場合は算入されません）。 

  ・指導教員が決定するまでのあいだの卒業研究選択者は、現代人間論系室がサポートします。卒業研究・

ゼミ選択に関する相談もお気軽にどうぞ！ 

 

 

5. 現代人間論系 教育課程編成方針(Curriculum Policy) 
2年次 

✔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 

✔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 

✔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。 
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6. 現代人間論系 専任教員の 2020 年度担当科目 

 

「多様性を生きる人間」論ゼミ 

岡部 耕典先生 【ディスアビリティと現代】 
・演習： 生きて働くことの臨界（春学期）、福祉社会の臨界（秋学期） 

・講義： 障害学（春学期）、福祉社会論（秋学期） 

草野 慶子先生 【ジェンダーとセクシュアリティの視座】 

・演習： 不死の様式（春学期）、生の詩学／生の解釈（秋学期）、セクシュアリティ研究の実践（秋学期） 

・講義： ユートピアと性（春学期）、越境する女性の文学（秋学期） 

森山 至貴先生 【クィア・スタディーズ】 

・演習： 相互承認の技法（春学期）、日常動作の社会学（秋学期） 

・講義： セクシュアリティの社会学（春学期）、クィア・スタディーズ入門（秋学期） 

「関係を生きる人間」論ゼミ 

阿比留 久美先生 【子ども文化と居場所】 

・演習： 子ども文化と社会病理（春学期）、子どもの生活と子育て支援（秋学期） 

・講義： 現代人と居場所（春学期）、子ども文化論（秋学期）、教育福祉論（秋学期） 

石田 光規先生 【社会の変化と人間関係】 
・演習：親密圏の論理と倫理（春学期）、現代人と人生（春学期） 

・講義：情報社会論（秋学期）、コミュニケーション論（秋学期） 

御子柴 善之先生 【プラクティカル・エシックス】 

・演習： 近代的人間観の論理と倫理（春学期）、環境問題の論理と倫理（秋学期） 

・講義： 倫理学１※（春学期）、社会倫理学（秋学期）          ※倫理学１・２は隔年開講（2021年度は倫理学２） 

「発達を生きる人間」論ゼミ 

大久保 孝治先生 【現代人のライフストーリー】 
・演習： 現代人と社交（春学期） 

・講義： 日常生活の社会学（春学期）、ライフストーリーの社会学（秋学期） 

小塩 真司先生 【現代人の心理】 
・演習： 現代社会と心の機能（春学期）、現代人のアイデンティティーの心理（秋学期） 

・講義： 個性の発達と差異（春学期）、大人のこころ（発達心理学）（秋学期） 

清水 由紀先生 【子どもの関係発達論】 
・演習： 心をみる（春学期）、発達の生得性と環境効果（秋学期） 

・講義： 子どものこころ（発達心理学）（春学期）、人間の発達と文化（秋学期） 

「心身を生きる人間」論ゼミ 

小村 優太先生 【超越と人間】 
・演習： 宗教と共同体（春学期）、神と人間（秋学期） 

・講義※： 霊性と身体（春学期）、宗教学２（秋学期）       ※宗教思想（春学期）、宗教学１（秋学期）は 2020年度休講 

宮田 裕光先生 【心身論】 
・演習： こころとからだの関係を考える（春学期）、生活世界・社会と身体（春学期）、 

他者と身体、身体から見た人間（秋学期） 

・講義： 心身論（春学期）、生活世界と身体（秋学期） 

村松 聡先生 【生命と人格】 
・演習：現代的人間観の論理と倫理（春学期）、道徳意識の研究（春学期）、実存と他者の倫理（秋学期） 

・講義：応用倫理学（春学期）、生命倫理（秋学期） 

 

 

文化構想学部 HPのゼミ・演習テーマ、現代人間論系履修モデルや、現代人間論系 HPのゼミ紹介もあわせて 

ご参照ください。 
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7. 現代人間論系 2020 年度開講科目時間割（暫定） 
 新たに修正が生じる可能性がありますので、科目登録の際には必ずシラバスを確認してください。シラバスに

掲載されている内容が正式版となります。 
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